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令和２年度 町政執行方針

１ はじめに

令和２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。

本年、厚岸町は、明治33年に北海道１級町村制が施行され、新たな行政組織として

歩み始めてから120周年を迎えるに至りました。

厚岸町は、恵まれた自然環境の下、基幹産業である漁業と酪農業をはじめ、豊富で

多彩な資源を最大限に活かすことで、人々の生活の基盤を築きながら歴史ある文化を

育み、今日の“厚岸らしさ”を感じるまでに発展を遂げてきました。先人たちのたゆ

まぬ努力と郷土愛によって守られてきた、これらの貴重な財産を後世に引き継ぐため、

私たちは最大限の努力をしなければなりません。

また、本年は、東京オリンピック・パラリンピックが開催され、日本中が大いに盛

り上がる年であるとともに、厚岸町においても、水産業の歴史的な転換点となる国に

よる衛生管理型漁港施設完成に伴う厚岸漁業協同組合地方卸売市場の移転、「厚岸ウ

イスキー」の本格出荷、さらには、宿願であった厚岸道立自然公園の国定公園化と北

海道横断自動車道「尾幌糸魚沢道路」の早期着工にも期待が高まる大きな節目の年で

あります。このような大きな節目の年を町制施行120周年と同時に迎えられることは、

厚岸町の舵取りを担う私の大きな原動力にもなっており、この記念すべき年を厚岸町

の新時代の始まりの年と考え、自信と誇りを持って、全身全霊で職務に邁進してまい

る所存であります。

２ 町政に臨む基本姿勢

次に、町政に臨む基本姿勢について申し上げます。

はじめに申し述べたとおり、厚岸町は今、大きな変革の時代を迎えようとしており、

特に本年は、厚岸町が飛躍的な発展を遂げるための極めて重要な年であります。

私は、先見性と積極性を基本に、どんな困難があってもそれを克服するため、町民

の皆さんと共に手を携えながら、たゆむことなく挑戦することで、町長５期目の集大

成として、町民の皆さんとの約束を果たすとともに、この大きなチャンスを掴み取り、

厚岸町の未来を切り拓いてまいります。

また、本年度は、『めざすまちの姿』に『みんなの“あっけし”新時代の創造に向

かって』を掲げた、厚岸町の今後10年間の『道しるべ』となる「第６期厚岸町総合計

画」がスタートする年でもあります。町民の皆さんと共に創り上げた本計画に基づき、

「人口減少対策」「防災・減災対策」「産業振興」の３点を重点施策として推進し、

町民の皆さんと共に厚岸町の新時代を切り拓き、町民だれもが誇りを持てるまちの実

現に向けて全力を尽くしてまいります。

さらに、本年度は、町制施行120周年記念式典のほか、各種記念事業を実施し、町

を挙げて祝うとともに、厚岸町や町民の皆さんと多様に関わる全ての人が、厚岸町の
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新時代の始まりを感じることができるよう、しっかりと取り組んでまいります。

３ 主要な施策の推進

次に、令和２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６期厚岸

町総合計画の５つの将来像に沿って申し上げます。

(1) 自然と調和し、だれもが安全・安心で快適に暮らせるまち

将来像の一点目は、「自然と調和し、だれもが安全・安心で快適に暮らせるまち」

であります。

漁業と酪農業を基幹産業とする厚岸町にとって、豊かで優れた自然環境は、厚岸町

の発展を支える生産の基盤であるとともに、厚岸町の最も素晴らしい魅力であります。

これらの自然環境は、これまでの環境保全の下に成り立っているものであることか

ら、これからも基幹産業である漁業と酪農業を守り育て、自然と共生したまちを築く

ため、本年度からスタートする「第２期厚岸町豊かな環境を守り育てる基本計画」に

示す行動指針に基づき、町、町民、事業者が協働で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、水質保全に重要な排水処理については、公共下水道の整備予定外地区におけ

る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。

特定外来生物の対応については、漁業被害を防止するため、引き続きウチダザリガ

ニの計画的な防除に向けた取組などを実施いたします。

地球温暖化対策については、原因となる温室効果ガスの排出削減を進めるため、町

有施設を対象とした「厚岸町地球温暖化対策実行計画」に掲げる目標達成に向けた施

策を着実に推進するとともに、町内中小企業における節電診断や省エネ診断の普及促

進に取り組んでまいります。

町民生活と産業活動の基盤である水道事業については、将来を見据え、水道の理想

像とその理想像を具現化するための方策を示し、取組を推進していくための基本的な

指針となる「厚岸町水道ビジョン」を策定するとともに、経営の見直しを行い、長期

的視点に立った、水道事業の基盤強化に努めてまいります。

また、小島においては、災害等により海底にある水道管に破損が生じた場合にも水

が安定して供給されるよう、新たに給水施設を設置いたします。

簡易水道については、上尾幌地区の老朽化した水道管の更新整備に向けた実施設計

を行うほか、今後の老朽化の状況と更新費用を踏まえた経営計画を策定いたします。

太田・片無去地区については、営農用水の安定供給を図るため、水道施設更新整備

の早期着手に向け、北海道が事業主体となり、基本計画の策定が継続して進められま

す。

下水道事業については、白浜４丁目地区の汚水管整備を継続するとともに、計画的

な整備を進めるため、終末処理場など重要施設の老朽化の状況を再確認し、整備の優

先順位を見直してまいります。

高速道路については、平成31年３月に新規事業化路線に決定した北海道横断自動車
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道根室線「尾幌糸魚沢道路」の早期着工に向けて、引き続き関係市町村や関係団体と

連携し、要請活動を行ってまいります。

町道については、太田門静間道路と床潭末広間道路の整備、真栄１条通りの歩道改

修、太田地区の防雪柵整備、湾月橋と結橋の長寿命化工事、真栄１条通りなど路面の

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。

地域公共交通については、鉄道、バスともに、通院・通学のほか高齢者や障がい者

などの移動手段として大きな役割を担っているため、ＪＲ花咲線については、引き続

き北海道や関係市町村、関係団体と連携し、路線の維持・存続に向けた要請活動と利

用促進策を実施するとともに、バス路線についても必要な支援を行ってまいります。

また、特に市街地以外に居住する町民の移動手段を確保するため、デマンドバスの

運行とスクールバスの住民利用を引き続き実施いたします。

町民からの要望が多い夜間の移動手段の確保については、ハイヤーの夜間運行再開

に向け、関係団体と連携した交通事業者への要請と町内公共交通の担い手となる運転

手の確保に向けた支援を引き続き行ってまいります。

町営住宅の整備については、入居者のいる全戸の火災警報器、宮園団地のエレベー

ターと換気設備、白浜団地の給排水設備を更新するとともに、翌年度に建設予定の松

葉まちなか団地の地質調査と実施設計を行います。

また、住環境については、住宅新築支援助成金の限度額を引き上げるとともに、住

宅の省エネ・バリアフリー改修やリフォームに対する支援を継続してまいります。

空き家対策については、空き家などに関する対策を総合的かつ計画的に実施するた

めの空家等対策計画の策定に向けた実態調査を行います。

公園については、白浜公園のフェンスを更新するとともに、安全面に考慮した公園

施設づくり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、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。

また、高齢運転者による交通事故防止対策として、運転免許証の自主返納を促進す

るための助成制度を新たに創設いたします。

消費生活については、多様な手法による特殊詐欺が依然として社会問題となってお

ります。ここ数年は、町内での被害報告はありませんが、新たな手口による事例が全

国的に発生しており、町民の皆さんが被害に遭わないよう、引き続き関係機関・団体

と連携し、適宜の情報提供や啓発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、厚岸消防団第１分団庁舎の奔渡地区高台への新築移転、厚岸消防

署の指揮車の更新、地域の初期消火活動を強化するための消防ポンプ自動車、小型動

力ポンプ積載車等の更新、潜水隊員用の潜水資機材の更新のほか、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、外国人居住者や外国人観光客にもわか

るよう、多言語化した避難誘導看板を整備いたします。

地震・津波災害の対策では、新たに整備中の（仮称）湖南地区避難広場に照明や備
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蓄倉庫を整備いたします。さらに、アレルギー対応の備蓄食糧や液体ミルクへの切り

替えを継続するとともに、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

補助制度を継続いたします。

町民の防災意識の普及では、災害シミュレーション動画を作成し、防災意識の普及

を進めるとともに、教育委員会や自治会との連携による災害図上訓練や避難所運営演

習などを継続するほか、町内全小中学校と一斉に厚岸町避難訓練を実施いたします。

また、「見て、体験して、学ぶ」ことができる体験型防災イベントを開催し、防災

意識の普及を進めてまいります。

治山対策については、梅香地区と有明地区において、北海道が事業主体となり、崩

落箇所の復旧など、３カ所の治山工事が行われます。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

流出対策を継続してまいります。また、新たな地すべり対策として、桜通りの地すべ

り観測と国が推進する大規模盛土調査を実施いたします。

廃棄物対策については、町民の理解と協力を得ながら、ごみの減量化や徹底した資

源化の取組を推進してまいります。

可燃ごみの焼却については、翌年４月から始まる釧路広域連合における広域処理の

ため、収集ごみ積替保管施設を整備いたします。

斎場については、施設の延命化を図るため、内部改修工事や燃焼炉の耐火物積替工

事などを実施いたします。

エゾシカの対応については、市街地における囲いわなによる捕獲など、個体数の適

正管理のための計画的な捕獲を引き続き実施いたします。

情報ネットワークについては、梅香公住等テレビ共同受信施設組合のテレビ共同受

信施設について、町の光ケーブルによるテレビ視聴への切り替えを実施し、厚岸情報

ネットワークの一層の利用促進を図ってまいります。

また、大雨で冠水する可能性がある道路周辺に、ＩＰ告知情報端末やホームページ

でその状況が確認できるよう、防災情報カメラを整備いたします。

(2) 多彩な資源が輝き、活力と魅力にあふれるまち

将来像の二点目は、「多彩な資源が輝き、活力と魅力にあふれるまち」であります。

はじめに、水産業についてであります。

昨年は、主力であるサンマ漁の記録的な不漁をはじめ、秋サケやコンブの水揚げ量

の落ち込みなどがあり、水産業を取り巻く環境は一層厳しさを増しております。

こうした中、水産加工用原魚の確保については、イワシ巻き網漁船を誘致し、サン

マの不足分を補ってきたところでありますが、今後は、沿岸漁業における増養殖事業

等の推進が最も重要であることから、厚岸漁業協同組合と連携しながら、新たな魚種

の模索や増養殖の可能性の検討と資源増殖に向けた対策に取り組んでまいります。

特に、「カキえもん」に並ぶ厚岸ブランドの「弁天かき」の種苗生産が行われてい

る厚岸漁業協同組合のカキ人工種苗生産施設は、沿岸漁業の振興に非常に有益な施設

であることから、引き続き幼生や餌料の提供、技術的な協力など、しっかりと支援し
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てまいります。

厚岸漁港の整備は、若竹第２埠頭における屋根付き岸壁や人工地盤、清浄海水取水

施設等の衛生管理型漁港施設が、本年７月末に完成予定となっており、その供用開始

に向けて準備を進めるとともに、４月から若竹第２埠頭基部に漁港休憩施設を新たに

開設し、外来漁船の受け入れ体制の充実を図ってまいります。

未着手箇所の多い海岸保全対策については、早期整備を北海道に強く要望するとと

もに、昨年度に着手した床潭漁港の泊地の静穏域確保に向けた防波堤が早期に整備さ

れるよう、引き続き北海道へ要望してまいります。

カキ種苗センターについては、供用開始から20年を経過し、地域内で完結するカキ

生産サイクルの構築により、市場への供給量が増え、「カキえもん」が広く流通する

ようになりました。これは、生産者が品質向上に向けて、労を惜しまず育成管理に励

み、日々養殖方法の改良に取り組まれてきた成果であると考えております。

引き続き、生産者が安心して生産活動を行えるよう、良質な種苗の安定供給に努め

るとともに、生産者の取組に対する技術的な支援を継続してまいります。

次に、農業についてであります。

昨年は、天候にも恵まれ、生乳生産量も前年並みに推移したところでありますが、

国際競争力の強化の必要性が一層求められていることから、引き続き農業経営や生産

基盤の強化の取組を進めるとともに、良質な粗飼料を安定的に確保するため、道営事

業による釧路太田東部地区、釧路太田西部地区、町営牧場の大別地区の草地整備事業

を継続してまいります。

また、農業従事者の省力化や施設の規模拡大等については、引き続き、釧路太田農

業協同組合が実施している片無去地区の育成牛預託施設の整備と、浜中町農業協同組

合がトライベツ地区に配置する農業機械の導入を支援してまいります。

担い手対策については、農業従事者の高齢化や担い手不足が農業経営を維持してい

く上で重要な課題となっております。今年も昨年同様、１組の着業が予定されており

ますが、新たな担い手確保のため、関係機関と連携して新規就農者の誘致に取り組ん

でまいります。

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、地域に根ざした活

動を支援するとともに、酪農地域の減災対策や低コストで有益な手法による家畜ふん

尿の有効利用についても、釧路太田農業協同組合との協議により、課題等の整理を行

ってまいります。

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、予防注射

や衛生検査を支援するほか、牛ウイルス性下痢病の対策として、町営牧場の隔離牛舎

において徹底した衛生管理の下、遺伝子検査等を実施し、清浄化に取り組んでまいり

ます。

町営牧場については、冬季舎飼で使用する給水施設の改修等に着手するほか、将来

を見据え、牧草収穫等作業機の大型化を図るとともに、作業体系の見直しを行い、運

営経費の節減と一層の飼養管理技術の向上に努めてまいります。

次に、林業についてであります。

町有林の整備については、事業量を安定的に確保し、林業労働者の雇用の安定を図
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るとともに、森林が多面的機能を持続的に発揮できるよう、計画的な森林施業を進め

てまいります。

私有林については、森林所有者の負担を軽減し、森林整備に対する意欲を高めるた

め、厚岸町森林組合と連携し、民有林振興対策事業を継続してまいります。

担い手対策としては、引き続き、森林整備担い手対策推進事業などへの支援のほか、

関係機関との連携による出前講座を実施するなど、林業就労者の育成・確保に努めて

まいります。

町制施行120周年記念事業として開催予定の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、引き続き支援してまいります。

森林資源の利用については、町有林の林地残材を堆肥センターの水分調整材などに

活用する事業を継続するとともに、町有施設での木質バイオマスボイラーの導入に向

け、丸太の自然乾燥試験を実施いたします。

路網の整備については、北海道が事業主体となり、別寒辺牛２号線の整備に向けた

全体計画調査が実施されます。

森林環境譲与税の活用については、新たに始まった森林経営管理制度に基づく森林

所有者の施業意向調査を引き続き実施するとともに、丸太の自然乾燥試験のほか、町

内中学校の学習机の天板を地域材に交換する生徒用机地域材天板購入事業などの実施

により、森林の管理の適正化や木材利用の促進、普及啓発を行ってまいります。

また、林業の振興と活性化などの取組を支援するため、厚岸町森林組合を拠点とし

て活動する地域おこし協力隊員を採用いたします。

きのこ菌床センターについては、安定したしいたけ生産量の確保が図られるよう、

引き続き生産者への良質な菌床の安定供給に努めてまいります。

また、生産者を目指して活動を行う地域おこし協力隊員の活動を引き続き支援する

ほか、新規着業者の募集継続による生産者の確保と地域おこし協力隊員を含む新規着

業者への支援を行ってまいります。

さらに、厚岸産しいたけの認知度向上と消費拡大を目指し、「しいたけ収穫体験

会」を実施いたします。

次に、商工業、観光、雇用についてであります。

道東地域の経済は緩やかに持ち直しているといわれておりますが、厚岸町の商工業

を取り巻く環境は、人口減少による購買力の減退や水産加工用原魚の減少などにより

厳しい状況にあります。

こうした状況を踏まえ、融資制度をはじめとする各種公的資金のほか、生産性向上

に資する設備投資などへの支援制度の周知と有効な活用促進を図るとともに、「厚岸

町中小企業振興計画」に基づき、厚岸町商工会、金融機関などと連携し、事業継承や

創業に係る支援など、中小企業振興のための施策に取り組んでまいります。

また、「厚岸ウイスキー」の本格出荷や厚岸道立自然公園の国定公園化などにより、

今後、厚岸町を訪れる観光客のさらなる増加が期待されます。この好機を捉えた事業

展開を促進するため、引き続き「特産品等開発支援補助制度」の利用促進を図り、魅

力ある特産品開発を後押ししてまいります。

観光については、北海道横断自動車道延伸による道央圏などからの交通アクセスの
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向上や、釧路と関西を結ぶ定期航空路線の認知度向上などにより、釧路圏域における

観光客の増加が期待できる環境が整ってきております。

厚岸町の観光入込客数は、隣接する釧路町、浜中町や町内産業経済団体と連携した

道内外でのプロモーション、観光・物産イベントやさまざまな情報媒体での積極的な

情報発信などが功を奏し、「桜・牡蠣まつり」、「あやめまつり」、「牡蠣まつり」

を合わせ、近年好調を維持しており、町内経済に少なからず寄与しているものと考え

ております。

本年度においても、一層の誘客を図るため、関係機関との連携を強化し、道内外で

の観光プロモーションやさまざまな情報媒体の活用により、厚岸町の魅力である食と

自然景観などの旬な話題を発信するとともに、引き続き漁業・酪農業と連携し、観光

産業の振興を図ってまいります。

厚岸道立自然公園の国定公園化については、昨年12月に３町で、北海道知事等に早

期指定と名称を釧路町・厚岸町・浜中町広域観光推進協議会で意思決定した「厚岸・

霧多布・昆布森国定公園」とするよう要請活動を行いました。本年度も、引き続き早

期指定に向け、関係機関と連携した要請活動を行うとともに、北海道と連携し、公園

計画策定に向けた準備を進めてまいります。

厚岸味覚ターミナル・コンキリエについては、総合観光雑誌「北海道じゃらん」の

道の駅ランキング・食事メニュー部門において、全道122駅中、９年連続１位を獲得

するなど、観光中核拠点施設としての役割を果たしてきました。マスメディアによる

情報発信や道内外での誘客活動が功を奏し、入館者、売上ともに伸び、令和元年度の

入館者数は、前年度同様に28万人を超える見込みであります。

本年度は、本格出荷される「厚岸ウイスキー」を活用した魅力ある食の提供を図る

とともに、厚岸蒸溜所見学ツアーの充実を図ってまいります。

さらに、道道沿いに設置している館銘看板や屋外多目的トイレの改修などを行い、

施設のさらなる魅力向上に努めてまいります。

このほか、あっけし望洋台トイレ前の外構整備や、老朽化が著しいピリカウタ広場

トイレの外壁を補修するなど、観光施設の適切な管理に努めてまいります。

雇用については、依然として労働力不足を解消できない事業所が少なくないことか

ら、ホームページなどによる町内の求人情報の一元化と、ハローワークと連携した求

職・求人情報提供サービスを継続し、町内での就業を促進するとともに、厚岸翔洋高

等学校や各産業経済団体などで構成する「厚岸町雇用対策連絡会議」を通じ、町内の

各企業、団体と新規採用などの雇用対策に関する情報の共有を図るほか、専門技術の

習得や季節労働者の通年雇用を促進するため、釧路地方職業能力開発協会などと連携

し、各種研修機会の提供に努めてまいります。

(3) みんな笑顔で健やかに、つながり支え合うまち

将来像の三点目は、「みんな笑顔で健やかに、つながり支え合うまち」であります。

子ども・子育て支援については、重点施策の一つである人口減少対策の柱でありま

す。本年度からスタートする「第２期厚岸町子ども・子育て支援事業計画」に基づく

取組により、厚岸町の宝である子どもを安心して産み育てることができるまちづくり
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を推進してまいります。

保育所の建設については、「しんりゅう保育所」は、引き続き工事を進め、本年７

月に開所いたします。

また、厚岸保育所は、引き続き用地造成工事を進め、本年７月をめどに、翌年７月

の開所に向けた建設工事に着手いたします。

幼児教育・保育については、保育所における０歳から５歳までの全ての子どもの保

育料と食材料費の無償化を引き続き実施いたします。

幼稚園に対しては、特定教育・保育施設の運営に必要な給付と保育料の無償化、副

食費の助成を継続してまいります。

また、特定不妊治療の前段階で行われる一般不妊治療に係る費用助成については、

医療保険適用外の治療費も対象に加えて実施いたします。

このほか、子育て世代包括支援センターの体制の充実と子育て情報発信アプリの利

用の促進を図るとともに、新生児聴覚検査と産婦健康診査の費用助成、出産祝金10万

円の支給、子育て世帯の外出を支援するためのハイヤー券の交付、ファミリーサポー

ト利用料の助成、子育てお助けブックの配付、妊婦健康診査通院費の助成や助産院に

よる妊産婦子育て相談、産後ケア事業による支援を継続してまいります。

町民の健康推進については、「第２期みんなすこやか厚岸21・中間評価改訂版」で

掲げた「幼児のむし歯が多い」「成人の喫煙率が高い」「塩分摂取量が多い」の３点

の重点課題をはじめ、各分野ごとに設定した目標値を達成するため、引き続き本計画

に基づく取組を推進してまいります。

また、食育の推進と自殺対策の推進については、本計画と一体で策定した「厚岸町

食育推進計画」と「厚岸町自殺対策計画」において設定した目標値を達成するため、

引き続き両計画に基づき、関係機関・団体等と連携して取り組んでまいります。

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を促進するため、

がん検診に要する費用を無償化するとともに、引き続き特定健康診査と後期高齢者の

生活習慣病検診の無償化を積極的に周知し、その相乗効果により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意識の高揚と予防接種の勧奨を促

進するため、町内の医療機関や関係機関で構成する「感染症情報共有連絡会議」を有

効活用し、感染症の流行予防に努めてまいります。

また、風しん対策として、抗体保有率の低い世代への抗体検査と予防接種、高齢者

の肺炎予防として、肺炎球菌ワクチンの定期予防接種を引き続き実施してまいります。

なお、現在、海外にとどまらず国内においても大きな脅威となっている新型コロナ

ウイルスなど、厚岸町にもその影響が危惧される感染症によって、町民などに重大な

健康被害が発生し、又は発生する恐れがある場合には、「厚岸町感染症対策本部」に

おいて、迅速かつ適切な対応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、だれもが安心して生活できる地域社会を

支える中核的な医療機関であります。

昨年９月に厚生労働省が地域医療構想の中で再編・統合が必要な公立・公的医療機
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関等として公表されたところでありますが、私は、病院の持つ役割の重要性やこの地

域で必要な医療機関であるということを訴え、維持存続に全力を尽くしてまいります。

診療体制では、「つねに“やさしさ”をもって診療に専心する」ことを基本理念と

して、外来診療については、内科、外科及び小児科の基本診療の継続と、専門外来の

整形外科及び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。

病棟体制では、町内で唯一の入院施設を有する医療機関として、55床を全科で効率

的な利用を図り、急性期から慢性期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については、釧路市内の総合病院など二次

医療機関への適切な紹介を速やかに行ってまいります。

安定した地域医療の確保と提供には、常勤医師のほか医療技術員の体制整備が必要

不可欠となる中、本年４月からは平成29年10月以来となる常勤医師５名体制による診

療が行える見込みであります。

小児救急やドクターヘリ運航などの広域救急医療については、管内市町村や関係機

関との連携により体制維持に努めるとともに、厚岸郡の救急医療体制についても、引

き続き関係町と連携して取り組んでまいります。

地域福祉については、「第３期厚岸町地域福祉計画」が計画期間の最終年度を迎え

るため、本計画で掲げた目標を達成できるよう、引き続き厚岸町社会福祉協議会をは

じめ、地域福祉に関わる全ての人や団体と連携して、計画に基づく各種の取組を推進

してまいります。

また、第３期計画の計画期間における取組の進捗状況を検証するとともに、アンケ

ート調査やワークショップなどを通じて、町民の皆さんの生活状況や要望などを把握

し、次期計画の策定に取り組んでまいります。

成年後見制度については、引き続き、認知症高齢者や障がいのある人の地域生活を

支えるため、厚岸町社会福祉協議会と連携し、さらなる制度の利用促進や普及・啓発

に努めてまいります。

高齢者福祉については、「第７期厚岸町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」

が計画期間の最終年度を迎えることから、本計画で掲げた目標や数値等の見込みを達

成できるよう、引き続き計画に基づく各種の事業や取組を推進してまいります。

特に、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を送るため、介護予防・生活支援

サービスの適切な運用を図るほか、介護保険サービスや医療保険サービスの給付など

の多くの資源を有機的につなぎ合わせ、支え合いによる地域包括ケアシステムの確立

とさらなる推進のため、新たに「地域ケア会議」を実施し、現状における地域課題の

検討やネットワークの構築を進めてまいります。

また、高齢者が安心して生活できるよう、引き続きキャラバンメイトや認知症サポ

ーターなどの人材養成と、ＳＯＳネットワークや各種機関との協定による見守り活動

などに取り組んでまいります。

さらに、第７期計画の計画期間における各種事業の内容や取組の進捗状況を検証す

るとともに、アンケートなどによる各種調査や関係機関・事業所等とのヒアリングを

通じて、現状や要望を把握し、次期計画の策定に取り組んでまいります。
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このほか、昨年度利用範囲を拡大した福祉交通回数券の利用促進を図るとともに、

介護予防意識のさらなる向上を図るため、引き続き「元気いきいき高齢者応援事業」

を実施いたします。

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、厚岸町

社会福祉協議会による指定管理の下、継続的、安定的な管理運営と入居者及び利用者

の安心に資するため、施設の維持管理について支援するとともに、施設の透明性の確

保とサービスの向上を図るため、２巡目となる福祉サービス第三者評価事業を支援し

てまいります。

介護老人保健施設「ここみ」については、入所者が日常生活を送る力を維持・向上

できるよう、リハビリを重点に介護を受けながら自宅復帰を目指し生活する場として、

町民に定着した施設となっております。

そのため、今後も安定した施設運営と超高齢社会を支える重要な役割を担ってまい

ります。

障害福祉については、訪問入浴サービス事業や日中一時支援事業など、障がいのあ

る人の地域での生活や障がいのある人を自宅で常時介護する家族への支援などを引き

続き実施するほか、「第５期厚岸町障がい者基本計画」と「第６期厚岸町障がい福祉

計画」に基づく各種事業を推進してまいります。

また、「第６期厚岸町障がい福祉計画」が最終年度を迎えるため、課題を含めた現

状と事業者、関係機関・団体等の意見を踏まえ、次期計画の策定に取り組んでまいり

ます。

国民健康保険については、特定健康診査の受診率を向上させるため、医療機関との

連携による新たな未受診者対策を実施し、医療費の抑制を図るとともに、国民健康保

険税の適正な課税と収納率の向上に努め、安定した事業運営を図ってまいります。

介護保険制度については、介護サービスの利用者が適正なサービスを受けることが

できるよう、引き続き、介護サービス事業者との連携に努めるほか、介護保険制度の

周知を図るとともに、低所得者の介護保険料の軽減措置を継続してまいります。

また、在宅医療と介護の連携において、在宅療養者と医療・介護の関係機関をつな

ぐ「つながり手帳」を導入するとともに、認知症地域支援推進事業として、町民の認

知症に対する理解を深め、認知症の人やその家族を支援するための情報をまとめた

「認知症ケアパス」を作成いたします。

さらに、本年度で第７期の「介護保険事業計画」が終了するため、アンケートなど

による各種調査や関係機関・事業所等とのヒアリングを通じて、現状や要望を把握す

るとともに、翌年度以降３年間の介護保険サービス事業費の適確な見込みを行った上、

第８期の「高齢者保健福祉計画」と合わせた計画の策定に取り組んでまいります。

生活保障と自立支援については、関係機関と連携し、生活保護制度や生活困窮者自

立支援制度など各種制度を活用し、生活相談に適切に対応し、生活実態に即した支援

に努めてまいります。

(4) 未来を切り拓く力を育み、豊かな人間性にあふれるまち

将来像の四点目は、「未来を切り拓く力を育み、豊かな人間性にあふれるまち」で



- 11 -

あります。

教育委員会と連携し、新たな「厚岸町教育大綱」に基づき、教育施設の充実と学習

機会の均等を図ることは私の使命であります。

そこで、私に関係する教育行政について申し上げます。

学校関係の施設整備等については、プログラミング教育などの実施のため、全児童

生徒への学習用可動式コンピューターの導入に向けた無線ＬＡＮ等の環境を整備いた

します。

就学や進学への支援については、保護者の負担を軽減するため、学校給食費の無償

化と一部教材における購入費の公費負担、修学旅行経費の半額助成、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の一部支給などを引き続き実施いたします。

また、厚岸翔洋高等学校通学生徒への通学費助成についても、引き続き実施いたし

ます。

文化財の保護・保存については、アッケシソウの保護・増殖のため、試験栽培地造

成のための測量設計を実施いたします。

スポーツ推進については、スポーツ少年団の練習に参加する団員を支援するための

送迎用バスを購入するほか、宮園公園野球場の整備と各スポーツ施設トイレの改修を

実施いたします。

(5) 多様なつながりにより、共に生き、共に創り上げる持続可能なまち

将来像の五点目は、「多様なつながりにより、共に生き、共に創り上げる持続可能

なまち」であります。

広報広聴活動の充実については、広報あっけしやホームページ、ＳＮＳ等多様な媒

体を活用し、町民との情報の共有化や暮らしに密着した情報の提供に努めるとともに、

町民の声を広く取り上げ、まちづくりへの町民参加の促進に努めてまいります。

また、新厚岸町史については、６冊目となる通史編・第２巻を発刊いたします。

庁舎の利用については、分かりやすい案内表示と適宜の情報提供や配置の見直しに

より、来庁者の利便性を図ってまいります。

自治会活動については、自治組織事務費等補助制度、自治会活動活性化事業補助制

度、町職員による地域担当職員制度を継続するとともに、集会施設の計画的な改修や

修繕による維持管理を行ってまいります。

人権意識の啓発については、町民に人権への理解を深めてもらうため、人権擁護委

員や釧路地方法務局と連携して、啓発活動や人権教室を実施するとともに、特設人権

相談所の実施を支援してまいります。

定住・移住については、地域おこし協力隊の定住に向け、現隊員の支援と新規隊員

の募集を継続して行うとともに、町内で起業する隊員への支援金の交付制度を新設い

たします。また、移住に関心のある方々が魅力ある厚岸町での生活を体験できるよう、

移住体験施策を検討してまいります。

次に、行政運営についてであります。

行政組織機構については、これまでもその時代にあった行政運営が可能となるよう

見直しを実施してきましたが、人口減少が急速に進行する中、変動する社会情勢や行



- 12 -

政需要に対応し、町民要望に応えていくためには、人口規模に即した柔軟でスリムな

組織づくりと、専門的かつ高度な職務遂行能力を身につけた職員を育成していく必要

があります。

このため、「厚岸町職員定員管理計画」の確実な実行と「人材育成基本方針」に基

づく職員研修の充実、さらには、人事評価制度の適正な運用により、限られた人員で

最大の効果を発揮することができる組織の構築と「人財」の育成に努めてまいります。

また、職員の健康保持や組織活力の向上のため、事務の簡素化と事業の見直しに取

り組むことにより、職員の働き方改革を推進してまいります。

さらに職員の定年年齢の引き上げについては、今国会に提出される予定の改正国家

公務員法の動向を注視しつつ検討してまいります。

次に、財政運営についてであります。

令和２年度予算編成に当たり、その基本となる地方財政計画は、地方交付税は2.5

パーセントの増とし、地方交付税の振替財源となる臨時財政対策債は3.6パーセント

の減とする一方、地方税や地方消費税等は増収を見込み、地方が安定した財政運営を

行うために必要とな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106億2,500万円で、前年度

に比較して9.7パーセント、約11億3,600万円の減であります。

歳入予算については、町税が昨年のサンマ漁の記録的な不漁などによる町民税の減

が想定されるものの、固定資産税が増となる見込みで、約10億5,500万円を計上、ふ

るさと納税による寄附金は、近年の実績を踏まえ、前年度に比較して１億円増の３億

円を計上しております。ふるさと納税については、貴重な自主財源としてまちづくり

に活かすとともに、地元の特産品を通じて町の魅力を全国に発信できるよう、引き続

き寄附のしやすい環境づくりに努めてまいります。

また、普通交付税は、国から示されている幼児教育・保育の無償化による地方負担

分の算入や単位費用などに加え、厚岸町独自の試算による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に比較して約6,900万円増の約33億9,900万円を計上し

ております。臨時財政対策債は、国から示されている伸び率による試算を踏まえ、前

年度に比較して約2,500万円減の約1億4,700万円を計上しております。

歳出予算については、義務的経費の人件費では、主に臨時職員や非常勤職員の会計

年度任用職員への移行により、前年度に比較して約3億3,700万円増の約19億5,300万

円､扶助費は約2,000万円増の約5億5,000万円、公債費は約1,400万円減の約10億4,300

万円であります。投資的経費は、子どもを安心して産み育てることができる子育て環

境の充実や防災・減災対策、基幹産業である漁業と酪農業の振興事業を進めるため、

約33億3,000万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繰出金等は合計で約11億円を計上

し、一般会計と６つの特別会計及び２つの企業会計を合わせた当初予算案の合計では、

約157億9,900万円で、前年度に比較して7.5パーセント、約12億7,400万円の減であり

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額は、前年度に比較して

約2億800万円増の約10億8,300万円となり、同額を基金から取り崩し、収支の均衡を
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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ことができるよう、自主財源の

確保や経費節減、事務・事業の適正な執行に努めてまいります。

現時点において国では、令和３年度までは平成30年度の地方財政計画の一般財源の

水準を下回らないよう確保するとしていますが、それ以降は不透明な状況にあります。

地方財政を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いていることから、今後の地

方財政対策に注視しつつ、財政健全化の取組を緩めることなく継続し、「第６期厚岸

町総合計画」に掲げた財政健全化指標の目標達成に努め、将来にわたって持続可能で

安定的な財政運営を推進してまいります。

４ むすび

以上、令和２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。

これらの施策一つ一つを着実に推進することが、厚岸町の新時代を創り上げるとと

もに、これらの施策は、“誰一人取り残さない”を合言葉とし、17のゴールを掲げる

世界共通の目標である「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ（エス・ディー・ジー

ズ））」の達成に向けた取組でもあり、厚岸町の未来を創り上げることは、同時に、

世界の未来を創り上げることにもつながります。

「大事をなさんと欲せば、小なる事をおこたらず勤むべし、小つもりて大となる」

江戸時代後期の農政家であり、思想家でもある二宮尊徳翁の言葉であります。どんな

に大きな偉業も、一つ一つの小さいことの積み重ねによって、成し遂げられるという

ことを説いた言葉であります。

「第６期厚岸町総合計画」に掲げた『みんなの“あっけし”新時代の創造に向かっ

て』その一歩を共に踏み出そうではありませんか。町民の皆さん、そして町議会議員

の皆さんの一層のご理解、ご協力を賜りますよう心からお願い申し上げ、令和２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。
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令和２年度 教育行政執行方針

令和２年厚岸町議会第１回定例会の開会にあたり、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。

人口減少や少子高齢化、グローバル化の進行に加え、ＡＩやＩＣＴの急速な普及によ

り、社会全体が加速度的に変化する時代を迎えた今、状況を的確に捉え、主体的に考

え・判断し、共生・協働の精神で社会に貢献しようとする人材の育成が強く求められ

ています。

このような状況を把握した上で、教育委員会といたしましては、令和２年度からス

タートする第６期厚岸町総合計画における教育関連施策及び厚岸町教育大綱に示され

た４つの指針の実現に向けた取組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あたりましては、厚岸町教育大綱のほか、関連

する法令の趣旨及び令和元年度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、管理課・指導室所管事項についてであります。

学校教育におきましては、今年度から小学校において新学習指導要領による教育課

程が開始されます。学校・家庭・地域・関係機関が連携し、安全・安心な教育環境の

下、「確かな学力」「豊かな心」「健康な体」をバランスよく育み、児童生徒が自ら

の夢や希望を実現できる学校づくりを基本方針として、次の７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」についてです。

将来の自己実現や社会参加に必要な知識・技能、思考力・判断力・表現力、問題解

決力、コミュニケーション力などを育むことについて申し上げます。

１点目は、社会に開かれた教育課程の推進です。学校が地域社会と広く深く連携し

た教育の展開を進めます。

２点目は、学習指導要領に準拠した学習指導の徹底を図り、児童生徒自らが学習の

主体者となり、他者と協調しながら学びを深めていく授業を進めます。

３点目は、家庭学習の習慣化と自律化です。「目指す具体像」を明確にし、子ども

・保護者・教師が情報共有する取組を進めます。

４点目は、学習内容の習得や理解に配慮を要する児童生徒への手立てについて、引

き続き組織として指導方法の工夫改善に努めます。

重点の２は、「豊かな心の育成」についてです。

夢や目標に挑戦する自立心や、人や社会と支え合って生きる協調性など、たくまし

く、しなやかな人間性を育むことについて申し上げます。
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１点目は、特別の教科「道徳」の指導力向上を図ります。自分の考えの振り返りを

容易にする記録化や、それぞれの考えを共有する場面を効果的に取り入れた授業を行

います。

２点目は、地域素材（本物）に触れる感動体験を取り入れます。地域のひと・もの

・ことを活かした学習活動を行います。

３点目は、いじめ問題への対応です。感動共有できる集団の育成を進めます。個と

仲間・家族・地域の関わりにおいて、自己肯定感を高めるとともに他者への共感を育

む場の設定を行います。

４点目は、読書活動の推進及び学校司書の活用です。読書量の増加に加えて質の向

上を図ります。

５点目は、家庭への啓発です。学校行事などを基点として望ましい生活リズムの確

立について情報提供をするとともに、その具体化に向けて支援します。

重点の３は、「健康な体の育成」についてです。

運動能力や体力、好ましい生活習慣に関する知識を身に付け、健康な体づくりを実

践する意欲・態度を育むことについて申し上げます。

１点目は、生活習慣と健康・体力に関する啓発を進めます。体力や生活習慣に関す

る調査結果を生活改善に活かす取組を進めます。

２点目は、情報端末機器に関する「家庭のルールづくり」を促進します。生活リズ

ムの自己管理やリスクマネジメントについて継続的な指導や支援を行います。

３点目は、食育の充実を図ります。栄養教諭、給食センターとの連携において望ま

しい栄養摂取や、食材に関わる人たちの存在について学ぶ機会を設定します。また、

学校給食費の無償化を引き続き実施します。

４点目は、運動・スポーツ習慣の啓発を継続します。自分自身の体力の状況を把握

するとともに、健康増進や体を動かすことを楽しむことができる活動を学校生活の中

に取り入れます。また、町内出身アスリートの経験やメンタルコントロールなどを伝

えていく機会を設定します。

重点の４は、「ふるさと・キャリア教育の推進」についてです。

地域への理解を深めるとともに、自分と地域とのかかわりや将来像について学び、

考え、実践する児童生徒を育むことについて申し上げます。

１点目は、ふるさとの自然、産業、文化、人に触れる学びや体験を継続します。発

達段階に即したキャリア教育やふるさと厚岸を再発見する活動を学習の中で展開しま

す。

２点目は、ふるさとの魅力を発信する活動を進めます。学んだことや体験したこと

を他者に対して情報発信する取組を進めます。

重点の５は、「特別支援教育の充実」についてです。

社会人として自立するまでのロードマップを関係者が共有し、相互に連携・協力す

るための体制や研修の充実を図ることについて申し上げます。
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１点目は、教師間連携・校種間連携・保護者との連携を継続推進します。学習や生

活指導上において配慮を要する児童生徒に対する個別の指導・支援計画の作成及び共

有化を進めます。

２点目は、免許所有者の増員を促します。特別支援免許講習の受講促進や研修内容

の情報共有を進め、専門的知識を持って対処できる環境を整備します。

３点目は、指導力向上研修を推進します。既存組織の有効活用や活動内容の効率化

を図り、児童生徒の必要に応じた効果的かつ実践的な研修を推進します。

４点目は、学級支援員の適性配置に努めます。教員の基準配置数で対応しきれない

状況に対して、適切な教育環境の整備としての人的支援を行います。

重点の６は、「今日的教育課題への対応」についてです。

社会情勢、教育改革、地域の特性などに対応する教育を学校や地域の実態に応じて

進めることについて申し上げます

１点目は、防災教育の強化です。各校の危機対策マニュアルの見直しを進めるとと

もに、授業として町総合防災訓練に参加します。

２点目は、環境教育、福祉に関する教育、プログラミング教育、ＩＣＴを活用した

教育を授業に位置づけて実施します。Society5.0やＳＤＧｓで示されている生活環境

の変化に対応する力を身につけるために、これらの各種事業を教育課程に位置づけた

取組を進めます。

３点目は、不登校対策及び家庭との協働を継続推進します。不登校に係る案件は増

加傾向にありますが、保護者や関係機関との連携により登校再開となるケースもあり

ます。不登校に至らない予防的方策を進めるとともに、関係者間の情報共有を進めま

す。

４点目は、校種間連携を進めます。保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に

おける人的交流の促進や情報の共有を適時に行うことで、児童生徒にとって連続的な

学びの場となる環境を整えます。

５点目は、地域との連携を継続推進します。２年目となるコミュニティ・スクール

活動の支援を進めるとともに、地域の産業団体などと連携した活動を展開します。

６点目は、学校の働き方改革を進めます。教育委員会が定めた「厚岸町アクション

・プラン」の確実な実施と併せて、保護者・地域の理解と協力を得ながら、学校教育

の質の向上につながる改革を進めます。

重点の７は、「教育環境の充実」についてです。

安全・安心で快適な施設・設備の充実と、教育の機会均等に配慮した環境整備につ

いて申し上げます。

１点目は、校務支援システムの活用を進めます。

教職員の業務負担軽減や個人情報のセキュリティ保護を図るため、校務支援システ

ムによる成績管理・処理、情報共有などを進めます。

２点目は、教育用ＩＣＴ環境の整備を行います。

学校における無線ＬＡＮなどの環境を整備するとともに、学習用可動式コンピュー
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ターを児童生徒ひとりに１台導入します。

３点目は、中学校の学習机天板を地域材へ交換します。

森林環境譲与税基金を活用し、中学校の学習机の天板を一回り大きい新ＪＩＳ規格

で、かつ、地域材であるトドマツ材に交換します。

４点目は、小学校・中学校の長寿命化計画を策定します。

学校施設に求められる機能・性能を確保することを目的として、中長期的な維持管

理に係るトータルコスト削減及び平準化を図るため、町内６校及び休校中の高知小中

学校の個別計画を策定します。

５点目は、地元高校への支援を継続します。

厚岸翔洋高等学校通学バス定期券購入費助成を継続実施し、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、小学校・中学校・高等学校の児童生徒間、教職員間の交流・連携を深め、厚

岸翔洋高等学校の教育活動を支援します。

第二は、生涯学習課所管事項についてであります。

社会教育におきましては、生活に潤いと生きがいを感じられるよう、生涯を通じた

学び、その成果を生かせる環境を整えるべく、次の５つの重点に取り組んでまいりま

す。

重点の１は、「生涯学習事業の充実」についてです。

学びは、個人の生きがいづくり、仲間づくり、地域づくりにつながることから、生

涯にわたって学べる学習環境の充実について申し上げます。

１点目は、各種サークルや団体、関係機関と連携して事業を進め、学びや体験の拡

充を図るとともに、生涯学習カレンダーなどを活用した学習に関わる情報の提供に努

めます。

２点目は、規則正しい生活習慣の習得と豊かな人間性や社会性を育むため、「早寝

・早起き・朝ごはん」の普及を進めるとともに体験活動などの事業を実施します。

重点の２は、「芸術・文化の振興」についてです。

人の感性を豊かにし、社会生活に潤いと活力を与える芸術・文化の振興について申

し上げます。

１点目は、幼児、児童生徒、町民それぞれに合った芸術鑑賞の機会を提供し、町民

の芸術に対する理解と関心が深まるよう努めます。

２点目は、芸術・文化サークルと小中学校との連携を進め、地域の人材と児童生徒

が相互に交流できる場を設けます。

重点の３は、「海事記念館事業の充実」についてです。

文化財及び天文・海事に関する貴重な学術・文化資料の保存・普及と伝承を図る海

事記念館事業の充実について申し上げます。

１点目は、アッケシソウの人工栽培に向けた測量及び基本設計を実施します。また、
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北海道遺産に選定された蝦夷三官寺・国泰寺の情報発信や、施設パンフレットなどの

多言語化を進め、貴重な地域資源の活用に努めます。

２点目は、指定文化財の保護活動を適切に実施し、町指定無形文化財である「厚岸

かぐら」の伝承など、町民が地域の伝統文化に触れる機会の充実に努めます。

３点目は、プラネタリウムの機能の充実や魅力あるコンテンツの提供により、小中

学校と連携した天文知識の普及など、その有効活用に努めます。

重点の４は、「情報館事業の充実」についてです。

町民が個性と教養を磨く拠点として、また、町民相互の交流を深める拠点としての

情報館事業の充実について申し上げます。

１点目は、乳幼児から高齢者まで幅広い層を対象とした図書館サービスとして、図

書資料の充実を図るとともに読み聞かせや出前貸出しなど関係機関と連携した取組を

とおして読書環境の充実に努めます。

２点目は、本年度は「第２次厚岸町子ども読書活動推進計画」が最終年度となりま

す。子どもの読書活動を積極的に推進していくために、関係団体や学校司書との連携

・協力を図りながら学校図書館活性化会議などを通して、学校図書館の整備・充実を

支援し、推進計画の検証を基に「第３次厚岸町子ども読書活動推進計画」を策定しま

す。

３点目は、「いつでもどこでもだれでも」利用できる図書館を目指し、町民の交流

を深める場としての環境づくりに努めるとともに、町民の皆さんが芸術作品に触れる

機会を提供します。

４点目は、町民のニーズに対応したパソコン講座を開催し、パソコンに関する技術

の習得などを支援します。また、図書館バスについては、学校や保育所、集会所など

の施設を巡回し、情報館の各種サービスを提供します。

重点の５は、「施設の整備と利用促進」についてです。

幼児から高齢者まで様々な町民が、安全で安心して快適に利用できる施設の整備と

利用促進について申し上げます。

１点目は、本年度より、海事記念館、郷土館及び太田屯田開拓記念館の入館料を無

料化するとともに、何度も足を運んでもらえるよう、魅力ある事業の充実に努めます。

また、生涯学習の拠点施設である真龍小学校を町内の様々なサークルの活動場所とし

て提供し、教育施設の有効活用を図ります。

２点目は、社会教育施設の日常的な点検整備に努めるとともに、情報館について、

本年度は、屋根の防水その他修繕に向けた実施設計を行い、施設の安全性、利便性、

快適性の向上を目指して、計画的な整備に努めます。

第三は、スポーツ課所管事項についてであります。

スポーツ振興におきましては、町民それぞれの目的や体力に応じて心身の健康増進

を図るスポーツに親しめるよう、次の４つの重点に取り組んでまいります。
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重点の１は、「スポーツに親しめる機会の拡充」についてです。

町民誰もが気軽にスポーツに親しめる機会の拡充を図るとともに、スポーツへの興

味関心や知識・技能を高める啓発活動の推進について申し上げます。

１点目は、町民のニーズに応じたスポーツの機会を提供するため、各種のスポーツ

大会やスポーツ事業を開催します。

２点目は、厚岸ならではの海洋スポーツの振興を図るとともに、恵まれた自然環境

に調和するアウトドアスポーツのマナーや知識の普及に努めます。

３点目は、温水プールを広く利用していただくため、泳げない人には初心者水泳教

室や水中ウォーキング教室を開催し、水泳をはじめる「きっかけづくり」を、水泳愛

好者の人には各種の水泳教室を開催し、泳力レベル向上の支援を引き続き実施します。

重点の２は、「スポーツ活動への支援」についてです。

より多くの町民がスポーツ活動に参加しやすい環境を整えるための支援について申

し上げます。

１点目は、少年団活動の活性化を図るため、練習に参加する団員をバスで送迎し、

安心して少年団に加入できる環境を整えます。

２点目は、スポーツを行うことで発症する様々な障害を未然に防止するため、スポ

ーツ指導者などに対する研修を引き続き実施します。

３点目は、スポーツ団体などの競技レベルや意欲の向上と、北海道大会などへ出場

する際の費用の負担軽減を図るため、スポーツ振興助成に基づく支援を引き続き実施

します。

重点の３は、「関係機関・団体との連携」についてです。

スポーツ振興を図るため、町内外の関係機関、団体などとの積極的な連携について

申し上げます。

１点目は、町外のスポーツ団体などが行うスポーツ合宿を誘致するため、関係機関

との積極的な連携に努めます。

２点目は、町のスポーツ基盤を支えるスポーツ協会やスポーツ少年団本部の組織の

充実を図るため、スポーツ団体が行う各種大会への協力や組織運営の支援を引き続き

実施します。

重点の４は、「スポーツ施設の整備と利用促進」についてです。

安全で利便性の高い施設の整備に努めるとともに、利用者のニーズに応じた効率的、

効果的な施設の利用促進について申し上げます。

１点目は、社会人硬式野球部などによる大会や合宿が予定されていることから、宮

園公園野球場を整備します。

２点目は、多くの町民が快適に利用できるようＢ＆Ｇ海洋センターや温水プールな

どのトイレを改修するとともに、施設の長寿命化を図るため、その都度、計画的な維

持補修に努めます。
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以上、令和２年度の教育行政執行方針について申し上げました。

第６期厚岸町総合計画に掲げる「未来を切り拓く力を育み、豊かな人間性にあふれ

るまち」の実現に向けて、総合教育会議などで町長と相互の連携を図りつつ、その使

命を果たしてまいります。

町民の皆さま並びに町議会議員の皆さまのなお一層のご理解、ご協力を心からお願

い申し上げます。



議案第２号 令和２年度厚岸町一般会計予算

提案理由説明書
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ただいま、上程いただきました、議案第２号 令和２年度厚岸町一般会計予算から

議案第８号 令和２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。

お手元に配布しております「令和２年度 厚岸町各会計予算書」及び同時に配布し

ております「令和２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。

はじめに、予算書の１ページをお開き願います。

議案第２号 令和２年度厚岸町一般会計予算であります。

令和２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、106億

2,575万1,000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。

２ページから６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、106億2,575万1,000

円で、令和元年度当初予算に比較し、9.7％、11億3,638万4,000円の減となっており

ます。

はじめに、歳入歳出予算の前年度当初予算対比等の計数的な説明をさせていただき

ます。

恐れ入りますが、別冊の「令和２年度一般会計予算資料」の１ページをご覧くださ

い。

なお、前年度比較増減の主な要因につきましては、「令和２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10億5,571万5,000円、前年度比較1,239万4,000円の増、

増減率1.2％の増。

２款 地方譲与税、1億449万5,000円、838万8,000円、8.7％の増。

３款 利子割交付金、157万5,000円、28万8,000円、15.5％の減。

４款 配当割交付金、212万4,000円、50万3,000円、19.1％の減。

５款 株式等譲渡所得割交付金、183万6,000円、41万円、18.3％の減。

６款 地方消費税交付金、1億9,012万5,000円、1,964万1,000円、11.5％の増。

７款 ゴルフ場利用税交付金、170万7,000円、19万7,000円、13.0％の増。

９款 環境性能割交付金、906万1,000円、新規計上。

10款 国有提供施設等所在市町村交付金、1,229万2,000円、16万円、1.3％の増。

11款 地方特例交付金、441万円、126万7,000円、40.3％の増。

12款 地方交付税、36億9,942万6,000円、6,938万9,000円、1.9％の増。

13款 交通安全対策特別交付金、93万5,000円、9万1,000円、10.8％の増。

14款 分担金及び負担金、3,983万9,000円、307万4,000円、8.4％の増。
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15款 使用料及び手数料、4億600万2,000円、2,680万9,000円、6.2％の減。

16款 国庫支出金、11億8,587万8,000円、7,668万3,000円、6.9％の増。

17款 道支出金、3億9,911万2,000円、4億1,112万5,000円、50.7％の減。

18款 財産収入、8,308万9,000円、44万7,000円、0.5％の増。

19款 寄附金、3億円、1億円、50％の増。

20款 繰入金、10億8,370万円、2億810万円、23.8％の増。

21款 繰越金、500万円、増減なし。

22款 諸収入、8,313万円、1,617万3,000円、24.2％の増。

23款 町債、19億5,630万円、12億1,280万円、38.3％の減。

自動車取得税交付金、皆減。

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。

続いて、２ページ、歳出、款別の一覧であります。

１款 議会費、本年度予算額6,106万8,000円、前年度比較79万6,000円の減、増減率

1.3％の減。

２款 総務費、8億4,080万6,000円、3億182万円、26.4％の減。

３款 民生費、24億9,875万5,000円、9,131万1,000円、3.8％の増。

４款 衛生費、9億8,349万3,000円、1億200万4,000円、11.6％の増。

５款 農林水産業費、8億7,192万7,000円、5億4,349万円、38.4％の減。

６款 商工費、1億2,949万3,000円、643万8,000円、4.7％の減。

７款 土木費、13億5,065万5,000円、2億6,612万1,000円、16.5％の減。

８款 消防費、5億4,851万7,000円、4億9,411万2,000円、47.4％の減。

９款 教育費、4億320万8,000円、9,380万1,000円、18.9％の減。

11款 公債費、10億4,382万2,000円、1,418万2,000円、1.3％の減。

12款 給与費、18億8,700万7,000円、3億9,106万1,000円、26.1％の増。

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」の概括的な増減を中心に説明をさせていただきました。

続きまして、３ページをご覧願います。歳出、性質別の内容であります。

１ 人件費、本年度予算額19億5,236万7,000円、前年度比較3億3,573万円の増、増

減率、20.8％の増。詳細は、本資料６ページをご参照願います。

２ 物件費、14億5,034万3,000円、1億5,979万3,000円、9.9％の減。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、4,875万3,000円、31万1,000円、0.6％の増。

４ 扶助費、5億5,082万7,000円、2,033万7,000円、3.8％の増。

５ 補助費等、13億4,660万7,000円、7,340万2,000円、5.8％の増。維持補修費、

扶助費、補助費等につきましては、本資料、９ページから11ページにその内訳を記載

しております。ご参照願います。

６ 普通建設事業費、33億3,384万7,000円、14億7,431万円、30.7％の減。なお、
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本資料16ページから39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、10億4,382万2,000円、1,418万2,000円、1.3％の減。

８ 繰出金、7億569万4,000円、1,886万7,000円、2.6％の減。

９ 積立金、1億8,649万1,000円、1億98万8,000円、118.1％の増。

11 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。

本資料の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。ご参照願います。

以上で、令和２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37

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4億2,664万8,000円、前年度比

較130万1,000円の減。

総体的には、令和元年度の状況を勘案して、現年課税分は、前年度比較で、0.4％、

179万9,000円の減と見込み、滞納繰越分は、前年度比較で、14.2％、49万8,000円の

増と見込み、徴収率は、現状の収納状況を勘案し、現年課税分は、96.0％、滞納繰越

分は、13.0％と見込んでの計上であります。

２目 法人、6,558万3,000円、95万1,000円の減。前年度の申告状況を勘案しての計

上であります。

２項・１目 固定資産税、3億8,917万1,000円、1,170万4,000円の増。現年課税分は、

前年度比較で、土地86万1,000円の減、家屋332万9,000円の増。主に新築住宅の軽減

終了に伴い増となっております。償却資産881万7,000円の増、主にソーラーパネル設

置などによる増であります。また、徴収率は、現状の収納状況を勘案し、現年課税分

は98.0％、滞納繰越分は9.0％と見込んでの計上であります。

２目 国有資産等所在市町村交付金、514万8,000円、24万1,000円の増。固定資産の

評価に連動した交付見込額の計上であります。

３項 軽自動車税、１目 環境性能割、161万2,000円、新規計上。消費税率改正に伴

い、自動車の燃費性能等に応じた「環境性能割」が新たに導入され、課税台数252台

とした、見込み計上であります。

２目 種別割、2,591万2,000円、8万8,000円の増。昨年度までの軽自動車税が種別

割と名称が変更となり、課税台数を128台減の4,041台とした、見込み計上であります。

４項・１目 たばこ税、1億78万6,000円、27万3,000円の増。次ページにわたり、前

年度の販売本数を勘案しての見込み計上であります。

６項・１目 都市計画税、4,085万2,000円、72万8,000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。
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２款 地方譲与税、１項・１目 地方揮発油譲与税、2,601万3,000円、77万7,000円

の増。令和元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、11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、6,408万2,000円、41万1,000円の増。

３項・１目 森林環境譲与税、1,440万円、720万円の増。

３款・１項・１目 利子割交付金、157万5,000円、28万8,000円の減。

４款・１項・１目 配当割交付金、212万4,000円、50万3,000円の減。

５款・１項・１目 株式等譲渡所得割交付金、183万6,000円、41万円の減。

７款・１項・１目 地方消費税交付金、1億9,012万5,000円、1,964万1,000円の増。

８款・１項・１目 ゴルフ場利用税交付金、170万7,000円、19万7,000円の増。

次ページ、９款・１項・１目 環境性能割交付金、906万1,000円、新規計上。自動

車の燃費性能に応じた新たな交付金が創設されて、配分されるもので、令和元年度交

付額に基づいた計上であります。

10款・１項・１目 国有提供施設等所在市町村交付金、1,229万2,000円、16万円の

増。

11款・１項・１目 地方特例交付金、441万円、126万7,000円の増。

12款・１項・１目 地方交付税、36億9,942万6,000円、6,938万9,000円の増。普通

交付税については、国における地方財政計画において、2.5％の増と示され、町の個

別の算定基礎数値の増減を勘案して推計した最低額を約36億5,700万円とし33億9,942

万6,000円の計上としております。特別交付税については、前年度と同額の3億円の計

上であります。

13款・１項・１目 交通安全対策特別交付金、93万5,000円、9万1,000円の増。

14款 分担金及び負担金、２項 負担金、１目 民生費負担金、233万9,000円、33万

円の減。

２目 農林水産業費負担金、3,750万円、500万円の増。道営草地整備改良事業負担

金であります。

衛生費負担金は、がん検診種負担金の無償化に伴い、廃目であります。

15款 使用料及び手数料、次ページ１項 使用料、１目 総務使用料、1,864万3,000

円、152万1,000円の増。厚岸情報ネットワーク使用料の増であります。

２目 民生使用料、67万5,000円、3,380万2,000円の減。主に昨年度計上の幼児教育

・保育の無償化に伴う各保育所使用料の皆減であります。

３目 衛生使用料、158万円、増減なし。

４目 農林水産業使用料、2億3,343万4,000円、469万9,000円の増。主に牧場使用料

が325万1,000円の増、農業水道使用料が147万5,000円の増であります。

５目 商工使用料、73万5,000円、33万円の増。主に、愛冠野営場使用料の増であり
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ます。

６目 土木使用料、7,590万2,000円、51万8,000円の増。主に、１節 道路橋梁使用

料が37万6,000円の増、３節 住宅使用料が14万2,000円の増であります。

７目 教育使用料、219万円、29万2,000円の減。主に、４月から海事記念館等施設

入館料の無料化に伴う社会教育使用料の減であります。

２項 手数料、次ページにわたり、１目 総務手数料、461万3,000円、22万7,000円

の減。主に、２節 徴税手数料が10万2,000円の減、３節 戸籍住民登録手数料が12万6,

000円の減であります。

３目 衛生手数料、3,351万8,000円、108万6,000円の増。主に２節 環境政策手数料

の増であります。

４目 農林水産業手数料、488万4,000円、8万5,000円の増。１節 農業手数料の預託

牛捕獲手数料の増であります。

６目 土木手数料、9万6,000円、37万2,000円の減。主に５節 住宅手数料の建築確

認申請手数料の減であります。

７目 教育手数料、3,000円、増減なし。

３項１目 証紙収入、2,972万9,000円、5万8,000円の減。主にし尿処理証紙収入の

減であります。

16款 国庫支出金、１項 国庫負担金、１目 民生費国庫負担金、2億6,717万5,000円、

1,450万2,000円の増。主に、１節 社会福祉費負担金、障害者自立支援給付費負担金5

29万9,000円の増、低所得者保険料軽減負担金253万1,000円の増、２節 児童福祉費負

担金、児童手当負担金281万4,000円の減、子どものための教育・保育給付費負担金89

4万円の増。

２目 衛生費国庫負担金、8万4,000円、増減なし。

次ページ、２項 国庫補助金、１目 総務費国庫補助金、1,130万9,000円、422万4,0

00円の増。１節 総務管理費補助金、主に個人番号カード交付事業費補助金347万4,00

0円の増、社会資本整備総合交付金（企画）308万円の新規計上であります。

２目 民生費国庫補助金、1,713万1,000円、212万6,000円の減。主に２節 児童福祉

費補助金、子育てのための施設等利用給付交付金133万7,000円の新規計上、３節 防

衛施設周辺整備事業補助金330万円、410万円の減であります。

３目 衛生費国庫補助金、326万8,000円、126万2,000円の増。主に３節 防衛施設周

辺整備事業補助金、110万円の新規計上であります。

４目 農林水産業費国庫補助金、2億3,330万7,000円、1億5,963万1,000円の増。４

節 防衛施設周辺整備事業補助金の増で内訳では、矢臼別演習場周辺農業用機械導入

事業補助金 畜産業が966万7,000円の減、矢臼別演習場周辺農業用施設整備事業補助

金 畜産業が1億3,759万8,000円の増、特定防衛施設周辺整備調整交付金 畜産業が3,1

70万円の増であります。

６目 土木費国庫補助金、3億7,383万2,000円、1億5,754万1,000円の減。１節 道路

橋梁費補助金、1,045万3,000円の増、５節 住宅費補助金、7,543万1,000円の減、と

もに、社会資本整備総合交付金であります。６節 防衛施設周辺整備事業補助金、9,2
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56万3,000円の減であります。

７目 消防費国庫補助金、7,490万円、1,790万円の増。１節 防衛施設周辺整備事業

補助金、1,470万円の増、２節 消防費補助金、320万円の新規計上であります。

８目 教育費国庫補助金、1,948万4,000円、1,386万4,000円の増。次ページ、主に

２節 小学校費補助金、131万3,000円の減、５節 社会教育費補助金、500万の新規計

上、７節 防衛施設周辺整備事業補助金、1,000万円の新規計上であります。

３項 委託金、１目 総務費委託金、30万4,000円、3万円の減。

２目 民生費委託金、369万8,000円、60万7,000円の減。主に基礎年金事務委託金の

減であります。

４目 土木費委託金、1億8,138万6,000円、2,560万4,000円の増。別寒辺牛川水系治

水砂防施設整備事業委託金の増であります。

17款 道支出金、１項 道負担金、１目 民生費道負担金、1億8,060万円、985万1,00

0円の増。１節 社会福祉費負担金、491万円の増、主に障害者自立支援給付費負担金、

265万円の増、低所得者保険料軽減負担金、126万6,000円の増であります。２節 児童

福祉費負担金、494万1,000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、４万9,000円、1,000円の増。２目 民生費

道補助金、2,520万5,000円、128万7,000円の減、１節 社会福祉費補助金、197万2,00

0円の減、次ページにわたり、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、68万5,000円の増、主に子育てのための施設等利用給付交付金

及び子ども・子育て支援事業費補助金の新規計上であります。

３目 衛生費道補助金、596万8,000円、18万1,000円の減。主に乳幼児等医療費補助

金の減であります。

４目 農林水産業費道補助金、1億4,650万2,000円、4億1,513万5千円の減。１節 農

業費補助金、238万2,000円の減。主に地域づくり総合交付金 農業水道の減でありま

す。２節 農業費交付金、70万1,000円の減、主に農業委員会交付金及び中山間地域等

直接支払交付金の減であります。３節 林業費補助金、104万8,000円の増、主に地域

新エネルギー導入加速化調査支援事業費補助金の新規計上であります。５節 水産業

費補助金、4億1,310万円の減、主に昨年度計上の漁港漁村活性化対策補助金、5,750

万円の減及び水産業振興構造改善事業補助金、3億6,440万円の減であります。

５目 商工費道補助金、1,291万4,000円、260万9,000円の増。主に、地域づくり総

合交付金・食文化振興の増であります。

７目 消防費道補助金、290万円、260万円の増。地域づくり総合交付金 災害対策の

計上であります。

８目 教育費道補助金、380万円、新規計上。地域づくり総合交付金 文化財保護の

計上であります。

３項 委託金、１目 総務費委託金、次ページにわたり、1,927万7,000円、1,348万3,

000円の減。主に、昨年度計上の４節 選挙費委託金の減であります。
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３目 衛生費委託金、3万円、3万1,000円の減。

４目 農林水産業費委託金、144万3,000円、9万6,000円の増。主に、３節 水産業費

委託金の増であります。

５目 商工費委託金、2,000円、2,000円の減。

６目 土木費委託金、38万円、3万7,000円の増であります。

18款 財産収入、１項 財産運用収入、１目 財産貸付収入、1,968万6,000円、83万1,

000円の減。主に、１節 土地建物貸付収入、貸家料の減であります。

２目 利子及び配当金、3万3,000円、3万1,000円の減。主に昨年度計上の釧路空港

ビル配当金の減であります。

２項 財産売払収入、１目 不動産売払収入、820万7,000円、105万3,000円の増。主

に立木売払代108万7,000円の増であります。

２目 生産物売払収入、5,515万9,000円、25万2,000円の増。主にしいたけ菌床売払

代の増であります。

19款 寄附金、次ページ、１項 寄附金、１目 一般寄附金。ふるさと納税分として、

3億円の見込み計上であります。

20款 繰入金、１項 基金繰入金、１目 財政調整基金繰入金、3億2,000万円、２目

減債基金繰入金、4億円、３目 地域づくり推進基金繰入金、1億9,000万円、５目 老

人福祉基金繰入金、180万円、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、1億3,600万円、11目 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰

入金、2,000万円、12目 森林環境譲与税基金繰入金、580万円、合わせて基金繰入金

は、10億8,370万円の計上で、前年度比、2億810万円の増であります。なお、積立基

金の状況については、予算資料の13ページを、ふるさと納税基金の充当事業について

は、14ページから15ページをご参照願います。

21款・１項・１目 繰越金、500万円、増減なし。

22款 諸収入、１項 延滞金加算金及び過料、１目 延滞金、20万円、２目 加算金、

1,000円、３目 過料、1,000円、いずれも増減なし

２項 預金利子、１目 町預金利子、6万7,000円、2,000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。

４項 受託事業収入、次ページ、３目 衛生費受託事業収入、263万4,000円、9万7,0

00円の増。

５目 土木費受託事業収入、3万円、増減なし。
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６項 雑入、１目 滞納処分費、1,000円、増減なし。

２目 過年度収入、1,000円、増減なし。

３目 雑入、7,909万9,000円、1,607万8,000円の増。次ページにわたり、主な増減

としては、厚岸情報ネットワーク難視聴対策事業補償金1,875万5,000円、新規計上、

厚岸郡救急医療確保負担金55万6,000円の増、いきいきふるさと推進事業助成金 災害

対策52万円、新規計上、昨年度計上の太田南地区テレビ共同受信施設組合負担金500

万円の減であります。

23款・１項 町債、１目 総務債、2,940万円、4億8,300万円の減。

２目 民生債、12億6,150万円、1億190万円の増。

３目 衛生債、1億5,940万円、1億3,530万円の増。

４目 農林水産業債、6,720万円、2億110万円の減。

５目 土木債、次ページにわたり、2億2,120万円、1億2,920万円の減。

６目 消防債、6,530万円、5億7,670万円の減。

７目 教育債、440万円、2,330万円の減。説明欄記載のとおり、32事業債の計上で

あります。

９目 臨時財政対策債、1億4,790万円、2,560万円の減。地方財政計画の伸び率を勘

案しての計上であります。

昨年度計上の商工債は、予算額ゼロのため、廃目であります。

また、自動車取得税交付金につきましても、予算額ゼロのため、科目廃止でありま

す。

以上で、歳入の説明を終わります。

63ページをお開き願います。続いて、歳出の説明でありますが、事項別明細書につ

いて、左側のページには、予算科目の「款」から「目」までと「財源内訳」、右側の

ページには、予算科目の「節」、説明欄には、所属名称、事業別ごとの詳細の表記と

なっております。

それでは、歳出について、ご説明いたします。

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。な

お、事務事業の表記順番は、所属順となります。

皆増、皆減となる事務事業につきましては、予算資料45ページから48ページをご参

照願います。

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、省略させていただ

きますので、ご了承願います。

また、各事務事業において昨年度計上の臨時職員賃金等が、会計年度任用職員への

移行により給与費へ振替計上しているため、「賃金等の減」と説明させていただきま

す。
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１款・１項・１目 議会費、6,106万8,000円、79万6,000円の減。４事務事業の計上

であります。

議員報酬等5,220万6,000円、430万6,000円の減。議会運営704万円、342万6,000円

の増。主に会議録調整委託料の増であります。町議会だより発行、次ページにわたり、

65万8,000円、6万4,000円の増。議会事務局116万4,000円、2万円の増。

67ページ、２款 総務費、１項 総務管理費、１目 一般管理費、9,249万2,000円、3,

656万5,000円の増、９事務事業の計上であります。

表彰者審査委員会3万3,000円、1,000円の減。行政不服審査会2万8,000円、増減な

し。総務一般927万2,000円、220万5,000円の減。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30万円、9,000円の増。文書・法制632万円、1万4,000円の増。庁舎・町民広

場2,661万5,000円、719万3,000円の減。次ページにわたり、主に燃料費、光熱水費、

通信運搬費など、庁舎管理経費の計上で、備品購入費が減のほか、賃金等の減であり

ます。役場庁舎設備ほか整備事業4,283万8,000円、3,991万2,000円の増。主に老朽化

した温水発生器の更新と庁舎１階和室を会議室に改修する工事費ほかの計上でありま

す。特別職報酬等審議会4万円、増減なし。危機対策一般704万6,000円、681万2,000

円の増。主に国土強靭化地域計画及び業務継続計画策定委託料の計上であります。

２目 簡易郵便局費、38万9,000円、139万7,000円の減。次ページにわたり、簡易郵

便局の運営経費で、昨年度計上の賃金等の減であります。

３目 職員厚生費、2,211万1,000円、463万1,000円の増。３事務事業の計上であり

ます。

人事給与管理907万6,000円、582万7,000円の増。主に北海道職員の派遣に伴う負担

金の計上であります。職員福利厚生・健康管理952万6,000円、119万円の減。主に職

員の健康診断などの委託料の計上で、昨年度、職員の作業服の購入に伴う消耗品費が

減であります。職員研修350万9,000円、6,000円の減。次ページにわたり、職員研修

にかか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、2億4,757万6,000円、4億3,828万9,000円の減。15事務事業の

計上であります。

情報公開審査会3万3,000円、個人情報保護審議会3万8,000円、個人情報保護審査会

3万3,000円、情報公開・個人情報保護1万3,000円、それぞれ、増減なしであります。

総合行政情報システム運営6,683万7,000円、473万6,000円の増。次ページにわたり、

総合行政情報システム運営費の計上で、主にシステム借上料が増となっております。

住民基本台帳ネットワーク63万6,000円、6万8,000円の増。同システム保守点検委託

料の増であります。総合行政ネットワーク127万9,000円、14万2,000円の増。同ネッ

トワークの運営経費の計上であります。厚岸情報ネットワーク、次ページにわたり、

3,794万円、1,237万1,000円の増。同ネットワークの運営経費の計上で、主にＩＰ告

知情報システム利用料の増であります。個人番号カード等交付事務563万1,000円、35

3万4,000円の増。交付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81

3万9,000円、121万8,000円の増。ＮＴＴ柱と北電柱の移転に伴う架線整備委託料、架
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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。厚岸情報ネット

ワーク共聴巻き取り整備事業2,228万6,000円、1,171万5,000円の減。２ヶ所の共聴設

備の整備にかかる事業費であります。厚岸情報ネットワーク難視聴対策事業1,875万5,

000円、新規計上、若竹、松葉地区の電波障害対策の整備にかかる事業費であります。

次ページ、総合行政情報システム整備事業7,361万7,000円、979万8,000円の増。同シ

ステム及びデータセンター借上料の計上であります。総合行政情報システム整備事業

番号制度システム整備513万円、59万2,000円の増。番号制度システムの改修委託料の

計上であります。総合行政情報システム整備事業 避難行動要支援者管理720万9,000

円、新規計上。避難行動要支援者管理システムの導入にかかる事業費であります。

５目 交通安全防犯費、730万3,000円、73万5,000円の増。４事務事業の計上であり

ます。

交通安全指導員184万1,000円、4万6,000円の増。主に会計年度任用職員制度施行に

より、昨年度計上の指導員報酬を謝礼金に、費用弁償を特別旅費への振替計上であり

ます。交通安全160万2,000円、65万8,000円の増。次ページにわたり、主に交通安全

関連団体への負担金、及び補助金の計上で、事務用備品は、貸出用チャイルドシート

ほかの購入費であります。防犯50万2,000円、6万9,000円の減。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330万円、10万円の増。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、1,940万4,000円、1,707万8,000円の増。３事務事業の計上であ

ります。

町史編さん審議会4万2,000円、1,000円の増。町史編さん237万2,000円、8万7,000

円の増。主に編集作業に伴う編集委員及び協力員の旅費などの計上であります。新厚

岸町史発行1,699万円、新規計上。次ページにわたり、通史編第２巻 明治維新から終

戦までの発行経費として印刷製本費、執筆者へ支払う筆耕料などの計上であります。

７目 文書広報費、815万6,000円、373万2,000円の増。３事務事業の計上でありま

す。

広報324万5,000円、21万5,000円の増。主に広報誌作成に係る関連経費であります。

広聴6万円、7,000円の増。町勢要覧更新485万1,000円、351万円の増。町勢要覧の更

新に伴う委託料であります。

８目 財政管理費、1,513万7,000円、1万1,000円の減。５事務事業の計上でありま

す。

財政管理563万5,000円、1万2,000円の減。次ページにわたり、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。財政調整基金10万円、減債基金

930万1,000円、地域づくり推進基金10万円、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基

金1,000円。それぞれ、基金への積立金の計上であります。

９目 会計管理費、462万5,000円、339万6,000円の増。出納業務にかかる関連経費

の計上で、主に指定金融機関による振込手数料有料化及び派出手数料の増であります。

10目 企画費、3億3,668万4,000円、7,781万5,000円の増。13事務事業の計上であり

ます。

未来創生会議5万2,000円、7万2,000円の減。企画一般99万5,000円、2万4,000円の
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増。次ページにわたり、企画調整にかかる事務経費、及び各種団体負担金10件の計上

であります。国土法事務4万9,000円、増減なし。北海道くしろ地域・東京特別区交流

推進94万3,000円、10万円の減。主に旅費及び関連協議会への負担金であります。東

京都荒川区との関係人口創出拡大に向け、釧路地域と東京都荒川区との連携による交

流事業経費の計上であります。空家等対策621万7,000円、新規計上。空き家等に関す

る対策を総合的かつ計画的に実施するため、空き家等の除却及び空き家等の活用に関

する計画策定に必要な実態調査を行うための業務委託料の計上であります。ふるさと

交流一般23万7,000円、10万3,000円の増。次ページにわたり、主に職員旅費の計上で

あります。国際・地域交流138万3,000円、5万円の増。主にふるさとフェア村山への

参加経費の計上であります。まちおこし補助金1,000円、増減なし。年度当初での補

助金採択事業はありません。ふるさと支援推進1億6,251万4,000円、2,141万4,000円

の増。次ページにわたり、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。ふるさと納税厚岸周遊ツ

アー116万円、新規計上。令和元年度にふるさと納税を通じて厚岸町を応援していた

だいた方を対象に、厚岸町内の周遊ツアー関係経費の計上であります。対象者数は20

人で実施するもので、２泊３日の日程で秋頃を予定しております。ふるさと納税基金

1億5,128万7,000円、9,238万7,000円の増。ふるさと納税による寄附金収入見込みを

勘案しての基金積立金であります。地域おこし協力隊884万6,000円、4,097万2,000円

の減。地域おこし協力隊員として、本年度新たに２人の採用を含む、計８人分の隊員

報酬と活動関連経費の計上であります。地域おこし協力隊起業等支援300万、新規計

上。地域おこし協力隊が町内で起業する場合に要する経費に対して、１人あたり100

万円を上限とする助成金の計上であります。

11目 財産管理費、770万4,000円、141万4,000円の増。次ページにわたり、２事務

事業の計上であります。

財産管理一般88万9,000円、27万1,000円の減。事務用備品購入費の減であります。

共通物品調達681万5,000円、168万5,000円の増。共通物品の調達経費の計上でありま

す。

12目 車両管理費、1,610万8,000円、126万円の増。２事務事業の計上であります。

公用車管理950万2,000円、62万7,000円の増。公用車の運行管理経費の計上で、主

に町長車更新に伴う借上料の計上であります。公用車整備事業660万6,000円、63万3,

000円の増。軽自動車２台、ロングバン１台の購入費の計上であります。

次ページ、13目 町制施行120周年記念事業、1,066万7,000円、新規計上。本年度開

催予定の12事務事業の計上であります。

記念式典90万6,000円、厚岸フォトコンテスト49万7,000円、記念映像制作333万3,0

00円、落語公演会242万円、記念交流会96万6,000円、次ページ、町民花火大会110万

円、町営牧場体験2万6,000円、しいたけ収穫体験1万4,000円、桜の木植樹会44万5,00

0円、絵本原画展・講演会40万円、次ページ、プラネタリウム投影イベント33万円、

スポーツ講演会・野球教室23万円の計上であります。なお、記念事業の内容につきま

しては、別に配布の説明資料をご参照願います。
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２項 徴税費、１目 賦課納税費、2,951万2,000円、433万9,000円の減。４事務事業

の計上であります。

町民税課税951万1,000円、26万円の増。町民税の課税関連経費の計上で、主にコン

ビニ収納業務実施に伴う電算処理委託料の増のほか、昨年度計上の賃金等の減であり

ます。固定資産評価審査委員会1万8,000円、24万円の減。次ページにわたり、同委員

会の活動経費の計上で、運営研修会の参加経費が減であります。資産税課税646万6,0

00円、282万1,000円の減。資産税の課税関連経費の計上で、主に昨年度計上の固定資

産の評価のための航空写真データの更新委託料が減であります。町税収納1,351万7,0

00円、153万8,000円の減。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、主に昨年度計上の賃金

等の減であります。

３項・１目 戸籍住民登録費、1,415万4,000円、609万円の増。６事務事業の計上で

あります。

次ページ、戸籍住民基本台帳595万4,000円、5万9,000円の減。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。上尾幌駐在所7万6,000円、増減なし。旅券事務

6万円、30万円の減。主に事務用備品購入の減であります。戸籍情報システム整備事

業149万6,000円、新規計上。戸籍法の改正に伴う、戸籍情報システムの改修委託料の

計上であります。戸籍附票システム整備事業492万8,000円、新規計上。いわゆる「デ

ジタル手続法」の施行に伴う、戸籍附票システムの改修委託料の計上であります。湖

南地区出張所164万円、2万5,000円の増。次ページにわたり、同出張所の運営経費の

計上であります。

４項 選挙費、１目 選挙管理委員会費、54万5,000円、6万円の減。２事務事業の計

上であります。

選挙管理委員会26万7,000円、2万7,000円の増。選挙一般27万8,000円、8万7,000円

の減。

次ページ、５項 統計調査費、１目 統計調査総務費、566万6,000円、436万2,000円

の増。６事務事業の計上であります。

統計一般7万3,000円、4,000円の増。工業統計調査11万6,000円、1万8,000円の減。

学校基本調査9,000円、8,000円の減。農林業センサス１万3,000円、57万8,000円の減。

国勢調査、次ページにわたり、538万5,000円、527万5,000円の増。経済センサス7万

円、31万3,000円の減。各種統計調査費の計上であります。

６項・１目 監査委員費、257万3,000円、1,000円の増。２事務事業の計上でありま

す。

監査委員237万1,000円、3,000円の減。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20万2,000円、4,000円の増。事務局経費の計上であります。



- 13 -

113ページ、３款 民生費、１項 社会福祉費、１目 社会福祉総務費、1億8,669万5,

000円、1,678万5,000円の増。10事務事業の計上であります。

国民健康保険特別会計1億1,539万3,000円、4万9,000円の減。国保会計への繰出金

であります。保健福祉総合センター・健康広場1,381万5,000円、297万6,000円の増。

センター管理経費の計上で、主に排煙設備などの修繕料のほか、事務機器借り上げ料

の増であります。保健福祉総合センター車両整備事業81万4,000円、新規計上。次ペ

ージにわたり、センターで使用する、老朽化した公用車１台の更新であります。社会

福祉一般4,599万8,000円、1,001万3,000円の増。民生委員児童委員協議会、社会福祉

協議会への補助金などの計上で、主に地域福祉計画策定委託料及び社会福祉協議会補

助金人件費分の増であります。民生委員推薦会5万4,000円、2万7,000円の減。戦没者

追悼式41万5,000円、6,000円の増。次ページ、福祉灯油271万6,000円、16万4,000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259万4,000円、2,000円の減。同施設の管理運営費の計上であります。

社会福祉センター整備事業484万6,000円、新規計上。屋上防水改修及び外壁改修等に

対する社会福祉協議会への補助金の計上であります。

２目 心身障害者福祉費、3億3,007万3,000円、978万8,000円の増。16事務事業の計

上であります。

障害支援区分等審査会49万3,000円、次ページにわたり、7万7,000円の減。心身障

害者福祉一般257万2,000円、92万円の減。主に障がい者基本計画策定委託料の減であ

ります。障害者更生医療給付1,758万9,000円、1,260万1,000円の増。主に更生医療給

付費の増であります。障害者（児）補装具給付252万2,000円、10万8,000円の減。障

害者（児）介護・訓練等給付２億8,539万円、次ページにわたり、195万9,000円の減。

育成医療給付31万2,000円、増減なし。それぞれの給付を見込んでの計上であります。

身体障害者等交通費助成84万7,000円、増減なし。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、増減なし。子ども発達支援セ

ンター369万3,000円、2万5,000円の増。地域生活支援1,569万1,000円、31万7,000円

の増。次ページにわたり、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2万4,000円、1,000円の減。心身障害児等施設通園交通費助

成1万9,000円、22万4,000円の減。生活福祉資金等利子補給1,000円、増減なし。地域

訪問支援31万円、13万4,000円の増。次ページにわたり、主に車検に伴う修繕料の増

であります。事業者バリアフリー支援25万円、増減なし。助成金の計上であります。

３目 心身障害者特別対策費、1,555万9,000円、476万円の減。２事務事業の計上で

あります。

重度心身障害者医療1,522万5,000円、475万5,000円の減。重度心身障害者医療事務

33万4,000円、5,000円の減。主に医療機関、請求手数料の減であります。

４目 老人福祉費、2億4,388万6,000円、865万4,000円の増。20事務事業の計上であ

ります。

介護保険特別会計1億8,532万8,000円、519万5,000円の増。特別会計への繰出金の

計上であります。老人福祉一般172万5,000円、141万9,000円の増。主に高齢者保健福
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祉計画策定委託料の増であります。介護予防・生活支援高齢者福祉476万8,000円、5

万1,000円の減。次ページにわたり、生活管理指導員派遣などの実施委託料の計上で

あります。老人クラブ運営支援116万1,000円、1万4,000円の減。老人保護措置費1,10

8万1,000円、204万円の増。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411万8,000円、13万7,000円の増。主に運行委託料の増であります。福祉交通回

数券助成780万4,000円、18万3,000円の減。一人当たり助成額5,000円とし、利用見込

みを勘案しての計上であります。次ページ、高齢者等通院交通費助成120万円、増減

なし。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8万3,000円、1万9,000円の減。敬老会641万3,000円、3,000円の増。長寿祝金495万

1,000円、6万9,000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、増減なし。老人福祉施設305万7,000円、107万8,000円の増。次ページにわたり、

主に特別養護老人ホーム心和園照明器具修繕料の増であります。成年後見推進111万1,

000円、53万8,000円の減。主に委託料の減であります。元気いきいき高齢者応援143

万円、35万6,000円の増。対象者の増によるものであります。特別養護老人ホーム心

和園整備事業389万4,000円、新規計上。多床室側浴室改修費の計上であります。特別

養護老人ホーム心和園備品整備事業380万2,000円、459万4,000円の減。介護用電動ベ

ッド６台の更新で、昨年度計上の温冷配膳車等が減であります。介護保険利用者負担

軽減措置145万5,000円、次ページにわたり、増減なし。

５目 後期高齢者医療費、1億6,350万2,000円、1,423万5,000円の減。２事務事業の

計上であります。

後期高齢者医療特別会計4,701万円、59万9,000円の増。特別会計への繰出金であり

ます。後期高齢者医療一般1億1,649万2,000円、1,483万4,000円の減。

６目 国民年金費、11万7,000円、3,000円の増。

７目 自治振興費、3,176万4,000円、243万3,000円の増。５事務事業の計上であり

ます。

自治振興一般168万8,000円、6,000円の減。自治会活動活性化支援320万円、増減な

し。地域公共交通対策1,592万2,000円、77万円の増。次ページにわたり、デマンドバ

ス運行にかかる委託料ほかの計上で、主に、委託料の増であります。地方バス路線維

持対策985万4,000円、56万9,000円の増。生活交通路線等への運行助成の計上であり

ます。北海道鉄道利用促進環境整備事業110万円、新規計上。北海道と沿線市町村等

鉄道利用を促進するための環境整備に対する負担金の計上であります。

８目 社会福祉施設費、1,840万7,000円、1,051万4,000円の減。５事務事業の計上

であります。

コミュニティセンター86万3,000円、次ページにわたり、7,000円の減。集会所639

万6,000円、26万2,000円の増。生活館32万1,000円、1,000円の減。それぞれ町内２カ

所のコミュニティセンターと14カ所の集会所、生活館１カ所の維持管理経費の計上で、

昨年度計上の管理人報酬については、それぞれ管理業務委託料に振替計上であります。

生活改善センター517万3,000円、26万2,000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、主に特殊建築物等定期調査委託料の増であります。湾

月生活館整備事業565万4,000円、新規計上。屋根葺替え工事費の計上であります。
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２項 児童福祉費、１目 児童福祉総務費、6,127万2,000円、557万1,000円の増。５

事務事業の計上であります。

子ども・子育て会議23万8,000円、増減なし。児童福祉一般5,147万2,000円、1,708

万8,000円の増。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の増で

あります。児童手当支給事務15万1,000円、次ページにわたり、3万5,000円の減。太

田へき地保育所127万9,000円、347万3,000円の減。入所見込み児童数14人の保育経費

の計上で、主に昨年度計上の賃金等の減であります。子育て支援対策813万2,000円、

569万9,000円の減。次世代出産祝い金支給、妊婦健康診査通院費助成ほかの計上で、

主に幼児教育・保育の無償化に伴う保育料助成の減であります。

次ページ、２目 児童措置費、1億1,140万円、406万円の減。児童手当の計上であり

ます。

３目 ひとり親福祉費、598万9,000円、54万2,000円の減。２事務事業の計上であり

ます。

ひとり親家庭等医療584万円、52万円の減。ひとり親家庭等医療事務14万9,000円、

2万2,000円の減。主に医療機関、請求手数料の減であります。

４目 児童福祉施設費、13億2685万7,000円、1億182万8,000円の増。14事務事業の

計上であります。

保育所一般261万6,000円、93万8,000円の増。主に広域入所委託料の増であります。

仮称 湖北地区保育所建設事業3億3,174万6,000円、6億2,814万6,000円の減。次ペー

ジにわたり、令和元年度からの継続事業として実施しております最終年次分の計上で

あります。349ページに継続費に関する調書を添付してございますので、ご参照願い

ます。仮称 湖北地区保育所備品整備事業1,700万円 新規計上。新しい保育所の施

設用備品購入費の計上であります。厚岸保育所建設事業7億9,433万8,000円、5億9,92

8万7,000円の増。保育所建設費ほかの計上であります。保育所解体事業1億4,714万7,

000円。1億4,171万6,000円の増。保育所の建設に伴う、旧保育所２カ所の解体工事費

の計上であります。保育所車両整備事業162万7,000円、新規計上。保育所２カ所の公

用車購入費等の計上であります。真竜保育所257万5,000円、1,889万6,000円の減。次

ページにわたり、入所見込み児童数51人とし、新保育所開所までに係る３ヶ月分の保

育経費の計上で、昨年度計上の賃金等の減であります。真竜保育所世代間交流5,000

円、5万5,000円の減。新保育所開所までに係る保育所経費の計上であります。厚岸保

育所1,132万7,000円、568万7,000円の減。次ページにわたり、入所見込み児童数65人

の保育経費の計上で、主に昨年度計上の賃金等の減であります。厚岸保育所世代間交

流6万7,000円、7,000円の増。宮園保育所309万7,000円、1,588万1,000円の減。入所

見込み児童数54人とし、新保育所開所までにかかる３ヶ月分の保育経費の計上で、昨

年度計上の賃金等の減であります。次ページ、宮園保育所世代間交流5,000円、5万5,

000円の減。新保育所開所までにかかる保育所経費の計上であります。子育て支援セ

ンター47万9,000円、485万5,000円の減。主に昨年度計上の賃金等の減であります。

しんりゅう保育所1,472万4,000円、新規計上。新保育所経費の計上あります。次ペー

ジ、しんりゅう保育所世代間交流10万4,000円、新規計上。それぞれ７月に供用開始
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する新しい保育所経費の計上であります。

５目 児童館運営費、323万4,000円、1,964万円の減。４事務事業の計上であります。

児童館運営委員会5万1,000円、増減なし。児童館一般6万6,000円、3万1,000円の減。

主に児童館母親クラブへの補助金の減であります。友遊児童館146万円、1,135万7,00

0円の減。次ページにわたり、子夢希児童館165万7,000円、825万2,000円の減。両施

設ともに、施設運営経費の計上で、主に昨年度計上の賃金等の減であります。

157ページ、４款 衛生費、１項 保健衛生費、１目 衛生予防費、161万5,000円、70

万8,000円の減。４事務事業の計上であります。

公衆浴場124万円、42万1,000円の減。主に昨年度計上の賃金等の減であります。有

害動物対策10万3,000円、28万7,000円の減。主に昨年度計上の事務用備品購入費の減

であります。病症媒介動物対策4万8,000円、増減なし。畜犬登録・狂犬病予防22万4,

000円、増減なし。

２目 健康推進費、6,571万3,000円、74万1,000円の増。16事務事業の計上でありま

す。

健康推進一般2,249万円、78万円の増。次ページにわたり、主に厚岸郡救急医療確

保負担金の増であります。母子保健538万9,000円、60万3,000円の減。主に妊婦一般

健康診査委託料の減であります。妊婦・出産包括支援255万2,000円、23万8,000円の

増。次ページにわたり、母子健康管理と子育て支援として、主に産後ケア事業利用料

助成の増であります。予防接種1,737万8,000円、125万3,000円の減。定期予防接種委

託料の計上で、主に日本脳炎ワクチン予防接種委託料の減であります。次ページ、子

どもインフルエンザワクチン予防接種132万7,000円、15万5,000円の増。高齢者肺炎

球菌ワクチン予防接種100万6,000円、37万3,000円の増。ともに接種見込みによる計

上であります。エキノコックス症対策64万7,000円、14万7,000円の増。主に委託料の

増であります。がん予防保健809万4,000円、24万8,000円の増。各種がん検診委託料

の計上で、主に乳がん検診委託料の増であります。特定健康診査等314万4,000円、4

万5,000円の増。次ページにわたり、主に委託料の増であります。健康増進95万8,000

円、5万2,000円の増。主に生活習慣病検診委託料の増であります。感染症対策9,000

円、未熟児養育医療給付18万1,000円、それぞれ増減なしであります。健康増進機器

更新事業131万5,000円、新規計上。健康増進室に設置しているステップ式昇降マシン

１台の更新であります。精神障害者医療34万2,000円、51万2,000円の減。次ページに

わたり、対象者の減であります。難病対策20万2,000円、5万3,000円の減。精神障害

者社会復帰支援62万9,000円、19万1,000円の減。それぞれ対象者の減であります。

３目 墓地火葬場費、1,414万2,000円、1,306万6,000円の減。５事務事業の計上で

あります。

斎場669万3,000円、6万5,000円の増。霊園40万1,000円、2万円の増。各施設の管理

運営経費の計上であります。次ページ、墓地55万3,000円、43万4,000円の増。主に真

龍墓地慰霊碑移設に伴う修繕料の増のほか、昨年度計上の管理人報酬については、管

理業務委託料に振替計上であります。町外火葬施設使用料助成12万6,000円、増減な

し。斎場整備事業636万9,000円、1,358万5,000円の減。主に２号火葬炉等にかかる改
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修工事費等の計上であります。

４目 水道費、1,990万5,000円、2,897万8,000円の減。２事務事業の計上でありま

す。

水道事業会計1,084万7,000円、5万円の増。水道事業会計への補助金であります。

簡易水道事業特別会計905万8,000円、2,902万8,000円の減。特別会計への繰出金であ

ります。

５目 病院費、3億8,483万3,000円、224万6,000円の減。次ページにわたり当初予算

計上として、繰出基準に基づく負担金の計上であります。

６目 子ども医療費、3,673万6,000円、61万1,000円の減。２事務事業の計上であり

ます。

子ども医療3,570万円、55万5,000円の減。子ども医療事務103万6,000円、5万6,000

円の減。18歳までの医療費の無料化として、見込み計上であります。

２項 環境政策費、１目 環境対策費、1,735万5,000円、62万4,000円の増。７事務

事業の計上であります。

環境審議会12万6,000円、増減なし。環境対策一般184万7,000円、3万5,000円の増。

主に町制執行120周年記念環境講演会講師依頼旅費の増のほか、昨年度計上の謝礼金

について、公害・環境監視業務委託料に振替計上であります。環境調査監視386万1,0

00円、6万6,000円の増。次ページにわたり、委託料の増であります。環境マネジメン

トシステム9,000円、増減なし。省エネルギー普及6万5,000円、7万8,000円の減。主

に特別旅費の減であります。特定外来生物対策14万7,000円、1,000円の増。環境保全

基金1,130万円、60万円の増。基金積立金であります。

２目 水鳥観察館運営費、255万5,000円、19万2,000円の減。３事務事業の計上であ

ります。

厚岸水鳥観察館102万円、25万9,000円の減。次ページにわたり、館運営経費ほかの

計上で、主に昨年度計上の公用車車検代が減であります。厚岸湖・別寒辺牛湿原学術

研究奨励132万5,000円、7,000円の増。湿地情報交流21万円、6万円の増。主に職員旅

費の増であります。

３目 廃棄物対策費、602万9,000円、336万4,000円の減。３事務事業の計上であり

ます。

廃棄物対策一般248万円、403万2,000円の減。次ページにわたり、主に昨年度計上

の一般廃棄物処理計画策定委託料の減であります。清掃手数料事務271万1,000円、66

万7,000円の増。コンビニ収納に伴う手数料及び賦課計算事務電算処理委託料の増で

あります。生ごみ分別・資源化83万8,000円、1,000円の増。

４目 ごみ処理費、3億4,803万円、1億4,791万7,000円の増。７事務事業の計上であ

ります。

ごみ収集・ごみ処理場運転1億5,180万円、465万円の増。ごみ処理場等の運転に係

る経費であります。釧路広域連合993万4,000円、新規計上。釧路広域連合への加入に

伴う負担金の計上であります。釧路広域連合基幹的設備改良事業3,977万5,000円、新

規計上。釧路広域連合清掃工場の大規模改修に伴う負担金の計上であります。ごみ処
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理場一般32万5,000円、次ページにわたり、5,000円の増。ごみ処理場管理3,214万8,0

00円、788万9,000円の減。施設管理、運転経費の計上のほか、主に昨年度計上の一般

廃棄物最終処分場埋立量変更調査委託料が減であります。収集ごみ積替保管施設建設

事業1億744万8,000円、9,907万7,000円の増。当該施設の建設工事費の計上でありま

す。次ページ、収集ごみ積替保管施設用車両整備事業660万円、新規計上。当該施設

で使用するホイールローダ１台の購入であります。

５目 し尿処理費、7,758万円、188万7,000円の増。２事務事業の計上であります。

し尿収集5,016万円、111万円の増。し尿の収集に係る委託料の計上であります。汚

水処理施設管理2,742万円、77万7,000円の増。し尿処理に係る施設管理経費の計上で、

主に汚水処理施設運転管理委託料の増であります。

６目 下水処理費、900万円、増減なし。

183ページ、５款 農林水産業費、１項 農業費、１目 農業委員会費、1,081万1,000

円、30万1,000円の減。６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770万円、38万2,000円の減。主に昨年度計上の事務用備品購入費の減であ

ります。農業後継者対策50万円、増減なし。農業者年金事務29万1,000円、2万円の増。

次ページ、事務適正･農地有効活用支援46万4,000円、6万円の増。それぞれ、主に職

員旅費の増であります。農地保有合理化事業等業務委託8,000円、1,000円の増。

２目 農業振興費、1億3,121万5,000円、419万8,000円の増。９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125万7,000円、

47万8,000円の減。畜産経営維持緊急支援資金利子補給18万3,000円、1万1,000円の減。

畜産特別支援資金利子補給11万2,000円、5,000円の減。各資金利子補給の減でありま

す。中山間地域等直接支払事業1億310万円、次ページにわたり、46万1,000円の減。

中山間地域等直接支払推進事業15万2,000円、18万6,000円の減。それぞれ、当該事業

の交付金及び事務費の減であります。多面的機能支払交付金事業1,546万2,000円、14

万8,000円の増。当該事業の交付金の増であります。多面的機能支払推進事業17万2,0

00円、増減なし。新規就農者誘致事業1,073万8,000円、519万1,000円の増。新規就農

３件に対する奨励金であります。

３目 畜産業費、2億4,184万4,000円、1億6,264万6,000円の増。６事務事業の計上

であります。

畜産業一般29万3,000円、5,000円の増。家畜衛生対策302万円、22万5,000円の増。

協議会補助金の増であります。次ページ、矢臼別演習場周辺農業用機械等整備事業1,

428万4,000円、966万3,000円の減。トラクターほか、作業機械の整備に対する補助金

であります。矢臼別演習場周辺農業用施設等整備事業1億7,710万7,000円、1億3,760

万2,000円の増。片無去地区における育成牛預託施設建設及び作業機械の整備に対す

る補助金であります。町営牧場整備事業396万6,000円、新規計上。パドック給水器ほ

か改修に伴う実施設計委託料の計上であります。町営牧場管理用機械整備事業4,309

万円、3,051万1,000円の増。ロールベーラーほか管理用機械の購入費であります。
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５目 農地費、8,867万5,000円、3,355万6,000円の増。５事務事業の計上でありま

す。

農地一般17万5,000円、5万6,000円の増。主に土地改良事業団体連合会負担金の増

であります。次ページ、道営釧路太田東部地区草地整備事業2,250万円、150万円の増。

道営釧路太田西部地区草地整備事業1500万円、350万円の増。道営大別地区公共牧場

草地整備事業5000万円、3750万円の増。それぞれ、主に草地整備改良ほかにかかる負

担金の計上であります。水利施設等整備検討事業100万円、900万円の減。水道施設整

備にあたり、道営事業の事業化に向けた基本構想にかかる負担金であります。

６目 牧野管理費、1億3,473万円、6,241万2,000円の減。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1億3,462万4,000円、6,241

万2,000円の減。次ページにわたり、町営牧場の管理運営にかかる経費の計上で、主

に、昨年度計上の賃金等の減であります。

７目 農業施設費、494万8,000円、425万5,000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253万5,000円、次ページにわたり、380万5,000円の減。上尾

幌ふれあい体験農園49万6,000円、45万7,000円の減。それぞれ、施設管理経費の計上

で、主に前年度計上の賃金等の減であります。太田活性化施設191万円7,000円、7,00

0円の増。施設管理経費の計上であります。

８目 農業水道費、2,581万8,000円、659万8,000円の減。８事務事業の計上であり

ます。

農業水道一般94万8,000円、92万9,000円の増。次ページにわたり、主に水道施設台

帳システム導入委託料及び検針機器借上料の増であります。水道料金計算収納40万8,

000円、17万4,000円の増。主に検針徴収委託料の増であります。水質検査122万1,000

円、1万1,000円の増。農業水道施設953万1,000円、20万1,000円の増。水道施設の管

理経費の計上で、主に施設管理委託料の増であります。検満及び新設メーター整備事

業188万円、81万1,000円の増。次ページにわたり、検針メーター更新16台、新設メー

ター設置３台の計上であります。漏水調査事業45万円、増減なし。トライベツ浄水場

整備事業394万円、406万円の減。配水流量計１台の更新にかかる費用の計上でありま

す。別寒辺牛浄水場整備事業744万円、56万円の減。ろ過池電動弁整備にかかる費用

の計上であります。

９目 堆肥センター費、1,003万1,000円、465万1,000円の減。施設の管理運営経費

の計上で、昨年度計上の賃金等の減であります。

２項 林業費、１目 林業総務費、3,763万4,000円、1,187万1,000円の増。８事務事

業の計上であります。

林業一般206万8,000円、113万3,000円の増。次ページにわたり、主に尾幌林道路肩

修繕料の増であります。町有林管理134万4,000円、28万6,000円の減。主に森林保険

料の減であります。公的分収林管理6,000円、増減なし。有害鳥獣駆除奨励422万3,00

0円、11万8,000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。
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次ページ、森林資源利活用1,188万7,000円、増減なし。木質バイオマス利活用250万6,

000円、新規計上。主に木質バイオマスボイラー導入検討に向けての丸太自然乾燥試

験実施委託料の計上であります。森林経営管理120万円、40万円の増。私有林におけ

る整備計画の意向調査委託料の計上であります。森林環境譲与税基金1,440万円、800

万円の増。譲与税を財源とする基金への積立金であります。

２目 林業振興費、2,716万8,000円、625万2,000円の増。６事務事業の計上であり

ます。

森林整備担い手対策推進27万2,000円、4万3,000円の減。民有林振興対策事業826万

8,000円、168万1,000円の減。町民の森造成事業250万円、50万円の増。町民の森造成

実行委員会への補助金の計上であります。次ページ、水源かん養林取得事業450万3,0

00円、36万3,000円の増。水源かん養林10.4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287万5,000円、163万7,000円の減。道営林道別寒辺牛２号

線開設事業875万円、新規計上。新たな道営事業の林道整備に伴う全体計画調査にか

かる負担金の計上であります。

３目 造林事業費、5,188万2,000円、194万3,000円の増。２事務事業の計上であり

ます。

造林事業5,049万2,000円、55万3,000円の増。町有林の造林植栽、保育下刈などの

工事費の計上であります。公的分収林整備推進事業139万円、新規計上。除伐、枝打

ち工事費の計上であります。

４目 林業施設費、142万1,000円、461万6,000円の減。２事務事業の計上でありま

す。

緑のふるさと公園31万5,000円、次ページにわたり、114万7,000円の減。木工セン

ター110万6,000円、346万9,000円の減。それぞれ、施設の管理運営経費の計上で、主

に昨年度計上の賃金等の減であります。

５目 特用林産振興費、3,467万8,000円、2425万6000円の減。次ページにわたり、

きのこ菌床センターの施設管理運営経費の計上で、主に、昨年度計上の賃金等の減で

あります。

３項 水産業費、１目 水産業総務費、818万円、26万6000円の増。２事務事業の計

上であります。

水産業一般807万7,000円、26万6,000円の増。水産関連団体への負担金、補助金の

計上で、主に、負担金については、厚岸港まつり、町民花火大会の打ち上げ用、台船

借り上げ料の増、補助金については、町制施行120周年を記念して、厚岸港まつり協

賛会へ浴衣100着、草履30組の新調分として109万円の計上、また、衛生管理型漁港施

設供用式に伴う厚岸地域マリンビジョン協議会への50万円の補助金の計上でありま

す。船員法事務3,000円、次ページ、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、2,481万3,000円、1億775万7,000円の減。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。主に水産振興関連団体への負担金の計上で

あります。漁業近代化資金利子補給442万9,000円、6万8,000円の増。ヒトデ駆除事業
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72万円。昆布漁場改良事業646万円。アサリはさみ漁場回復事業、次ページにわたり、

37万5,000円。ホタテ篭養殖試験事業45万円、環境・生態系保全活動支援事業25万1,0

00円。各事業増減なしであります。水産多面的機能発揮対策支援事業267万円、増減

なし。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。おに

昆布加熱器等導入事業400万円、加熱器16台、伸し機16台の購入。昆布乾燥庫内電動

吊上機導入事業240万円、電動吊上機10台の購入。貝類選別機導入事業240万円、貝類

選別機６台の購入で、この３事業は、すべて厚岸漁業協同組合が実施主体となり、地

域づくり総合交付金を活用しての新規計上であります。

３目 漁港管理費、996万5,000円、5億4243万6,000円の減。３事務事業の計上であ

ります。

漁港管理一般9万2,000円、6,000円の増、次ページにわたり、漁港施設893万9,000

円、322万4,000円の増。漁港施設に係る管理経費の計上で、主に衛生管理型漁港施設

及び若竹第２埠頭漁港休憩施設設置に伴う電気料の増であります。漁港機能増進事業

93万4,000円、新規計上。北海道の事業主体で、床潭漁港北防波堤及び北護岸施設の

物揚場改修に伴う機能保全計画見直しによる町負担分の計上であります。

５目 養殖事業費、2,576万2,000円、658万9,000円の減。６事務事業の計上であり

ます。

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1,474万8,000円、

462万5,000円の減。次ページにわたり、カキ種苗センター管理運営にかかる経費の計

上で、主に昨年度計上の賃金等の減であります。カキ種苗生産337万7,000円、9万6,0

00円の増。水産増養殖調査研究315万円、3万3,000円の増。次ページにわたり、カキ

種苗生産・調査研究に係る経費の計上であります。カキ種苗センター整備事業191万9,

000円、66万5,000円の増。海水精密ろ過設備ほか改修工事費の計上であります。カキ

種苗センター備品整備事業161万6,000円、新規計上。種苗生産に係るふるい振とう機

１台と除雪機１台の購入であります。

６目 水産施設費、235万2,000円、35万1,000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102万2,000円、31万3,000円の減。施設の管理運営にか

かる経費の計上であります。床潭地区漁村センター27万4,000円、4万9,000円の減。

次ページにわたり、施設の管理運営にかかる経費の計上で、昨年度計上の管理人報酬

については、管理業務委託料に振替計上であります。水産種苗生産センター105万6,0

00円、1万1,000円の増。ウニ種苗生産施設の管理経費の計上であります。

223ページ、６款・１項 商工費、１目 商工総務費、163万円、1万5,000円の減。６

事務事業の計上であります。

商工一般9万2,000円、4万2,000円の増。主に職員旅費の増であります。商工施設16

万7,000円、4万9,000円の減。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24万9,000円、6,000円の増。消費者行政推進101万5,000円、

9,000円の増。主に消費生活に関する講演会の実施にかかる経費の計上であります。

労働10万2,000円、次ページにわたり、2万3,000円の減。季節労働者対策5,000円、増

減なし。
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２目 商工振興費、3,196万円、136万2,000円の増。８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10万3,000円、増減なし。商工

振興一般1,387万9,000円、75万4,000円の増。主に商工会補助金の増であります。小

規模商工業者設備近代化資金貸付191万1,000円、6万円の減。中小企業融資908万4,00

0円、66万3,000円の増。それぞれ、貸付状況を見込んでの計上であります。次ページ、

中小企業振興会議5万7,000円、5,000円の増。住宅用太陽光発電システム設置奨励90

万円、増減なし。ハッピーブライダル奨励102万6,000円、増減なし。それぞれ奨励費

の計上であります。特産品等開発支援500万円、増減なし。地域資源を活用した特産

品等の開発にかかる補助金の計上であります。

３目 食文化振興費、6,078万6,000円、1,194万5,000円の減。４事務事業の計上で

あります。

味覚ターミナル・道の駅3,603万円、205万8,000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、指定管理委託料の増と多言語対応

した道の駅パンフレット印刷製本費の増であります。厚岸味覚ターミナル整備事業2,

394万7,000円、255万7,000円の増。会議室空調設備、屋外多目的トイレほか改修費の

計上であります。食文化振興10万8,000円、増減なし。物産交流・宣伝70万1,000円、

6万1,000円の増。主に職員旅費の増であります。

４目 観光振興費、1,816万円、431万5,000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、次ページにわたり 増減なし。観光振興一般792万5,000円、

124万5,000円の増。観光関連団体等への負担金・補助金の計上で、主に事務用備品購

入は、イベント用テント５張の購入であります。観光宣伝834万1,000円、180万1,000

円の増、次ページにわたり、観光宣伝に係る経費の計上で、主に「うみえもん」グッ

ズの購入や多言語対応した観光パンフレット印刷製本費の増のほか、観光プロモーシ

ョン実行委員会への補助金の増であります。桜保護育成53万4,000円、14万6,000円の

増。主に桜の保護・管理に伴う先進地視察旅費の計上であります。あやめ保護育成37

万4,000円、20万7,000円の増。主に雑草駆除のため、あやめヶ原で行っている馬放牧

について、謝礼金から馬に関する賠償責任保険等を含めた委託料への振り替え計上の

増であります。厚岸道立自然公園国定化促進91万6,000円、新規計上。厚岸道立自然

公園の国定公園化に向けた活動関連経費であります。なお、計上科目を、昨年度まで

「総務管理費の企画費」で計上しておりましたが、「商工費の観光振興費」へ変更と

なります。

５目 観光施設費、1,695万7,000円、15万5,000円の減。５事務事業の計上でありま

す。

子野日公園205万9,000円、685万6,000円の減。次ページにわたり、公園管理経費の

計上で、主に昨年度計上の賃金等の減であります。愛冠野営場559万8,000円、260万2,

000円の増。当該施設の管理運営経費の計上で、主に屋外ステージほか撤去費の計上

と洗濯機や乾燥機など施設用備品購入費の計上であります。その他観光施設542万8,0

00円、22万7,000円の増。施設の管理運営経費の計上で、主に草刈清掃委託料の増で

あります。次ページ、ピリカウタ広場整備事業213万4,000円、新規計上。トイレ外壁

改修工事費の計上であります。あっけし望洋台整備事業173万8,000円、新規計上。ト
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イレ入口タイル改修費等の計上であります。

239ページ、７款 土木費、１項 土木管理費、１目 土木総務費、763万2,000円、75

2万1,000円の増。２事務事業の計上であります。

土木一般13万2,000円、2万1,000円の増。事務費及び関係団体負担金の計上であり

ます。大規模盛土造成地変動対策750万円、新規計上。既存の造成宅地について大規

模盛土造成地の滑動崩落可能性調査委託料の計上であります。

２目 土木車両管理費、1,232万5,000円、143万4,000円の増。土木車両の維持運行

管理にかかる経費の計上で、主にダンプトラックの夏タイヤなど消耗品費の増であり

ます。

３目 土木用地費、173万2,000円、291万4,000円の減。２事務事業の計上でありま

す。

土木用地一般12万5,000円、次ページにわたり、2,000円の増。用地測量160万7,000

円、291万6,000円の減。用地測量事務にかかる経費の計上で、主に昨年度計上のパソ

コンソフト使用料が減であります。

４目 地籍調査費、201万9,000円、157万2,000円の減。

地籍調査一般201万9,000円、4万8,000円の増。主に地番集成図集成委託料の増であ

ります。

２項 道路橋梁費、１目 道路橋梁維持費、1億4,282万1,000円、8,995万1,000円の

減。10事務事業の計上であります。

道路橋梁一般180万5,000円、59万4,000円の増。主に道路台帳図新規補正業務委託

料の増であります。道路橋梁管理1,214万3,000円、1,966万6,000円の減。次ページに

わたり、町道の維持、管理作業に係る経費の計上で、昨年度計上の賃金等の減であり

ます。道路照明管理2,482万2,000円、237万7,000円の増。道路照明の維持管理経費の

計上であります。桜通り地すべり対策900万円、新規計上。お供え山側歩道の破損状

況から地すべりによる影響が懸念されることからの観測調査委託料の計上でありま

す。建設機械等整備事業828万4,000円、336万4,000円の増。土木作業車１台の購入で

あります。町道歩道改修事業1,500万円、増減なし。真栄１条通りの道路の歩道、300

メートルの改修工事費の計上であります。真栄１条通りほか整備事業4,810万円、3,0

31万3,000円の増。舗装補修真栄１条通り334メートル、桜通り393メートルの工事費

の計上であります。トライベツ道路ほか整備事業358万4,000円、3,303万6,000円の減。

次ページにわたり、主に道路３路線の用地確定測量及び用地購入費の計上であります。

橋梁長寿命化整備事業2,000万6,000円、4,462万3,000円の減。湾月橋、結橋の改修費

の計上であります。桜通り用地取得事業7万7,000円、1,000円の増。道路用地の取得

費であります。

２目 道路新設改良費、4億1,432万8,000円、1,965万円の減。６事務事業の計上で

あります。

床潭末広間道路整備事業2億8,920万3,000円、2,288万1,000円の増。次ページにわ

たり、改良舗装171メートル、地すべり観測調査などの計上であります。太田門静間
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道路整備事業31国債5,789万2,000円、4,492万7,000円の増。改良舗装279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令和２国債1,364万4,000円、

新規計上。次ページにわたり、改良舗装303メートルの工事費などの計上であります。

太田２号道路防雪柵整備事業2,543万8,000円、404万8,000円の減。防雪柵55メートル

の工事費などの計上であります。宮園鉄北山通り３号線ほか整備事業2,152万円、新

規計上。道路改良舗装64メートル、歩道改良舗装93メートル、歩道整備100メートル

の工事費などの計上であります。事業費支弁人件費663万1,000円、67万2,000円の減。

３目 除雪対策費、5,489万4,000円、155万4,000円の増。次ページにわたり、４月

以降から初冬の降雪に備えた計上であります。

３項 河川費、１目 河川総務費、1億8,879万5,000円、187万3,000円の減。４事務

事業の計上であります。

河川管理47万7,000円、4万円の増。主に車借上料の増であります。別寒辺牛川水系

治水砂防施設整備事業31国債1億4,464万7,000円。次ページ、別寒辺牛川水系治水砂

防施設整備事業令和２国債3,683万9,000円。以上の２事業合計で、1億8,148万6,000

円、2,570万4,000円の増で、主に西フッポウシ川流域の土砂生産源対策工事費の計上

であります。事業費支弁人件費683万2,000円、次ページにわたり、8万3,000円の増。

４項 都市計画費、１目 都市計画総務費、106万円6,000円の増。３事務事業の計上

であります。

都市計画審議会10万6,000円、増減なし。都市計画一般6万2,000円、2,000円の増。

花のあるまちづくり89万2,000円、4,000円の増

３目 下水道費、3億4,890万5,000円、441万6,000円の増。下水道事業特別会計繰出

金の計上であります。

５項 公園費、１目 公園管理費、1,418万3,000円、207万6,000円の減。次ページ、

３事務事業の計上であります。

公園施設631万5,000円、17万2,000円の増。各都市計画公園の管理経費の計上で、

主に公園遊具安全点検委託料が増であります。公園施設整備事業784万円、272万4,00

0円の増。白浜公園のフェンス更新工事費であります。太田農村公園整備事業2万8,00

0円、497万2,000円の減。専門家現地調査による謝礼金の計上であります。

６項 住宅費、１目 建築総務費、961万5,000円、9万1,000円の減。３事務事業の計

上であります。

建築一般61万5,000円、17万6,000円の増。次ページにわたり、主に職員旅費及び事

務用品の増であります。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、それぞれ増減なしであります。なお、住宅新築については、

限度額を20万円から25万円に引き上げる計上であります。

２目 住宅管理費、1億4,209万円、2,865万7,000円の増。12事務事業の計上であり

ます。
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町営住宅入居者選考委員会8万2,000円、1,000円の増。町営住宅1,935万6,000円、1

69万6,000円の減。次ページにわたり、町営住宅の維持管理経費の計上で、主に昨年

度計上の賃金等の減であります。また、昨年度計上の管理人報酬については、管理業

務委託料に振替計上であります。職員住宅14万2,000円、6万8,000円の増。主に修繕

料の増であります。きのこ生産者住宅12万1,000円、3,000円の減。地域おこし協力隊

員住宅6万2,000円、42万4,000円の減。主に修繕料の減であります。町営住宅敷金利

子基金2,000円、増減なし。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,

033万8,000円、次ページにわたり、1,000円の増。町営住宅白浜団地整備事業850万4,

000円の増、新規計上。Ｈ２Ｂ２号棟の給排水管取替、外壁・屋根防水改修実施設計

委託料、給水管取替工事費の計上であります。町営住宅 宮園団地整備事業6,558万円、

3,041万5,000円の増。Ｍ３号棟からＭ６号棟全熱交換器80台の取替工事費とＭ１号棟

エレベーター更新工事費などの計上であります。旧教職員住宅等解体事業2,599万5,0

00円、1,005万6,000円の減。６棟分の解体工事費と３棟分の解体に伴う実施設計委託

料の計上であります。町営住宅テレビ受信設備整備事業82万6,000円、130万3,000円

の減。テレビ受信機器４４戸の購入費であります。町営住宅等火災警報器整備事業1,

108万2,000円、新規計上。次ページにわたり、町営住宅ときのこ住宅等に計611台の

火災警報器更新を行う工事費などの計上であります。

３目 住宅建設費、1,025万6,000円、1億9,158万2,000円の減。松葉地区における、

まちなか団地建設に伴う、地質調査 及び 実施設計委託料などの計上であります。

267ページ、８款 １項、消防費、１目 常備消防費、3億7,616万7,000円、4,965万9,

000円の増。８事務事業の計上であります。

釧路東部消防組合3億6,394万5,000円、5,227万7,000円の増。負担金の計上で、主

に消防庁舎元金償還開始による公債費の増であります。次の７事業は、釧路東部消防

組合厚岸消防署分の投資的経費に対する負担金であります。消火栓整備事業232万1,0

00円、消火栓２基の更新であります。小型動力ポンプ整備事業227万9,000円、小型動

力ポンプ１台の更新であります。厚岸消防団安全装備品整備事業61万6,000円、ヘッ

ドライト166個の購入費であります。消防庁舎備品整備事業540万1,000円、消防庁舎

の建設にあわせて整備した各種備品整備費に係る北海道市町村備荒資金組合の譲渡事

業償還金であります。救助用資器材整備事業99万2,000円、潜水用資器材等の購入費

であります。次ページ、厚岸消防団第１分団消防庁舎建設事業21万円、分団庁舎建設

にかかる建設工事などとして、事業費総額3億9,171万円で、充当事業債を除く一般財

源分としての負担金であります。旧消防庁舎等解体事業40万3,000円、旧消防庁舎及

び待機宿舎解体に伴う実施設計委託料として、事業費総額400万3,000円で、充当事業

債を除く一般財源分としての負担金であります。

２目 災害対策費、9,483万5,000円、5億5,742万8,000円の減。18事務事業の計上で

あります。

防災会議6万6,000円、1万2,000円の増。国民保護5万4,000円、1万1,000円の増。災

害対策374万円、67万4,000円の減。次ページにわたり、災害対策関連経費の計上で、

主に昨年度計上の防災対策本部備蓄品の減であります。防災行政無線492万1,000円、
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125万3,000円の増。防災行政無線の管理経費の計上で、主に無線免許更新に伴う申請

手数料の増及び保守点検委託料の増であります。災害避難場所122万6,000円、77万2,

000円の減。災害避難場所の管理経費の計上で、主に昨年度計上の避難場所簡易トイ

レ修繕料などが減であります。自主防災組織活動活発化支援330万円 増減なし。体

験型防災イベント111万円、新規計上。次ページにわたり、町制施行120周年記念事業

とも併せ、様々な災害疑似体験や防災関連の展示物の観覧をとおして防災意識の高揚

を目的としたイベントの関係経費の計上であります。津波避難場所整備439万9,000円、

395万4,000円の増。災害備蓄食料更新としてアルファ米、保存水、液体ミルクの購入

であります。災害シミュレーション動画制作555万5,000円、新規計上。町内の映像や

写真をベースに家屋の倒壊や津波が流入する様子をコンピューター映像で制作する費

用の計上であります。備蓄燃料等整備163万2,000円、新規計上。燃料が供給されなく

なった場合に備え、軽油ホームタンク３基及びガソリン携行缶などの燃料備蓄用消耗

品と防寒対策用として、ジェットヒーター６基の購入費の計上であります。救命救急

用備品整備事業323万円、新規計上。ＡＥＤ７台などの更新であります。仮称 湖南地

区避難場所整備事業2,906万5,000円、6,709万6,000円の減。現在整備中の町営住宅奔

渡団地付近の避難場所に、照明10基、防災倉庫３基、危険物保管庫１基の整備費の計

上であります。避難誘導看板更新事業多言語化2,178万円、新規計上。次ページにわ

たり、町内の避難所に、外国人居住者や外国人観光客にもわかるよう多言語化した避

難誘導看板の工事費の計上であります。北海道総合行政情報ネットワーク衛星無線回

線更新事業364万7,000円、新規計上。北海道と結ぶ情報ネットワーク衛星無線回線の

更新整備に伴う町負担金の計上であります。防災情報システム運営97万円、新規計上。

防災情報カメラ３カ所の回線使用料と災害時の職員の安否確認を行えるシステム利用

料などの計上であります。防災情報カメラ整備事業349万8,000円、新規計上。防災情

報カメラ３カ所の整備委託料の計上であります。土砂災害相互通報システム14万2,00

0円、3,000円の増。小島給水施設整備事業650万円、新規計上。小島に安定的に給水

を図るため、加圧ポンプ１台、タンク３基など防災貯水槽の計上であります。

３目 消防施設費、7,751万5,000円、1,365万7,000円の増。次ページにわたり、消

防自動車整備事業として、消防ポンプ自動車１台、小型動力ポンプ積載車１台、指揮

車１台の更新事業費であります。なお、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。

279ページ、９款 教育費、１項 教育総務費、１目 教育委員会費、284万7,000円、

1万1,000円の増。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、232万1,000円、81万9,000円の減。２事務事業の計上であります。

教育委員会事務局228万5,000円、81万9,000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、昨年度計上の臨時職員等の雇用保険料の減であります。

教育事務評価会議3万6,000円、次ページにわたり、増減なし。

３目 教育振興費、2,376万2,000円、175万1,000円の増。11事務事業の計上であり

ます。

高等学校教育支援429万6,000円、増減なし。町内高校への通学バス定期券購入助成



- 27 -

であります。教育研究所 運営委員会10万9,000円、増減なし。学校運営協議会48万3,

000円、4万1,000円の増。主に事務用品の増であります。教育振興一般226万2,000円、

124万円の増。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、旧糸魚

沢小学校、旧上尾幌小学校の土地建物の不動産鑑定評価委託料の増であります。町立

教育研究所175万8,000円、148万2,000円の減。主に昨年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22万円、2,000円の減。外国青年招致39万3,000円、

864万6,000円の減。主に昨年度計上の外国語指導助手２人分の人件費を会計年度任用

職員への移行により給与費へ振替計上による減であります。教育支援体制203万2,000

円、11万8,000円の増。医療的ケアが必要とされる児童を支援するための委託料の計

上であります。校務支援システム運営253万5,000円、81万9,000円の増。次ページに

わたり、校務支援システムにかかる借り上げ料の計上であります。学校施設長寿命化

計画策定490万6,000円、新規計上。学校施設の中長期的な維持管理を図るため、計画

策定委託料の計上であります。備荒資金組合防災資機材譲渡事業償還金校務用コンピ

ュータ476万8,000円、475万7,000円の増。学校校務用コンピュータの整備費について、

北海道市町村備荒資金組合の譲渡事業償還金の増であります。

４目 教員住宅費、1,221万4,000円、1,516万4,000円の減。３事務事業の計上であ

ります。

教員住宅231万7,000円、95万7,000円の増。住宅の管理経費の計上で、主に修繕料

の増であります。住宅供給公社教職員住宅譲渡償還金921万3,000円、増減なし。教員

住宅解体事業68万4,000円、1,612万1,000円の減。次ページにわたり、主に昨年度計

上の解体撤去工事費の減であります。

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、3,866万7,000円、300万6,000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3,131万2,000円、313万9,000円の増。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735万5,0

00円、13万3,000円の減。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、2,707万3,000円、285万8,000円の増。４事務事

業の計上であります。

小学校運営一般6万3,000円、次ページにわたり、1万3,000円の増。厚岸小学校985

万2,000円、69万4,000円の増。真竜小学校1,370万9,000円、次ページにわたり、186

万8,000円の増。太田小学校344万9,000円、28万3,000円の増。以上、３小学校の学校

運営経費の計上であります。

２目 学校管理費、3,303万7,000円、2,652万2,000円の減。５事務事業の計上であ

ります。

学校管理1,021万8,000円、844万円の減。次ページにわたり、主に修繕料、各種保

守点検委託料など学校管理経費の計上で、昨年度計上の賃金等の減であります。学校

情報通信教育1,417万7,000円、63万5,000円の増。学校コンピュータ関連経費の計上

で、保守点検委託料が増であります。学校備品・教材等整備362万5,000円、12万2,00
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0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47万円、14万8,0

00円の増。スクールバス整備事業455万4,000円、1,874万3,000円の減。スクールバス

14人乗り１台の購入であります。

次ページ、３目 教育振興費、2,996万2,000円、1,417万5,000円の減。６事務事業

の計上であります。

小学校教育振興443万9,000円、1,415万3,000円の減。主に昨年度計上の賃金等の減

であります。小学校就学旅行費助成87万円、8万円の減。修学旅行費の助成金であり

ます。学校給食費支援1,439万1,000円、43万8,000円の減。学校給食費の無償化にか

かる経費の計上であります。自然教室推進6万8,000円、4,000円の減。要・準要保護

児童就学援助等917万5,000円、31万6,000円の増。就学援助見込者数の増による経費

の計上であります。次ページ、特別支援教育就学奨励101万9,000円、18万4,000円の

増。

３項 中学校費、１目 学校運営費、3,043万3,000円、324万9,000円の増。４事務事

業の計上であります。

中学校運営一般8万2,000円、1万4,000円の増。厚岸中学校1,427万円、224万2,000

円の増。真竜中学校1,026万5,000円、次ページにわたり、9万8,000円の減。太田中学

校581万6,000円、109万1,000円の増。以上、３中学校の学校運営経費の計上でありま

す。

２目 学校管理費、1,629万3,000円、973万4,000円の減。４事務事業の計上であり

ます。

学校管理690万8,000円、1,314万7,000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、主に昨年度計上の賃金等の減であります。学校情報通信教育288万6,

000円、23万6,000円の増。学校コンピュータ関連経費の計上で、主に機器借上料の増

であります。学校備品・教材等整備333万5,000円、1万3,000円の増。学校図書教材等

購入費の計上であります。生徒用机地域材天板購入事業316万4,000円、新規計上。町

内３つの中学校の生徒用机の天板を地域材に交換するものであります。

次ページ、３目 教育振興費、2,502万8,000円、23万9,000円の減。５事務事業の計

上であります。

中学校教育振興64万円、250万3,000円の減。主に昨年度計上の賃金等の減でありま

す。中学校修学旅行費助成264万円、26万1,000円の増。修学旅行費の助成であります。

学校給食費支援1,129万8,000円、3万2,000円の増。学校給食費の無償化にかかる経費

の計上であります。要・準要保護生徒 就学援助等981万3,000円、164万円の増。就学

援助見込者数の増による経費の計上であります。特別支援教育就学奨励63万7,000円、

33万1,000円の増。

５項 社会教育費、１目 社会教育総務費、559万5,000円、511万7,000円の減。６事

務事業の計上であります。

青少年問題協議会13万2,000円、次ページにわたり、増減なし。社会教育委員60万8,

000円、24万6,000円の増。釧路管内社会教育委員研究大会厚岸町開催に伴う報酬及び
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費用弁償の増であります。青少年育成センター１５万８千円、増減なし。社会教育活

動107万5,000円、16万4,000円の増。主に北海道社会教育委員研究大会参加に伴う職

員旅費の増であります。次ページ、芸術文化332万2,000円、62万7,000円の減。主に

昨年度計上の施設用備品購入費の減であります。友好都市子ども交流30万円、90万円

の減。１年ごとに相互訪問交流を実施しておりますが、本年度は友好都市・山形県村

山市の子どもたちが、当町に訪問して交流する事業補助金の計上であります。

２目 生涯学習推進費、257万8,000円、16万1,000円の減。２事務事業の計上であり

ます。

生涯学習活動96万円、3万5,000円の増。生涯学習活動経費の計上であります。生涯

学習施設161万8,000円、19万6,000円の減。次ページにわたり、施設管理経費の計上

であります。

３目 公民館運営費、293万7,000円、8万4,000円の増。３事務事業の計上でありま

す。

公民館運営審議会6万5千円、増減なし。公民館管理71万6,000円、2,000円の減。昨

年度計上の管理人報酬については、管理業務委託料に振替計上であります。公民館活

動215万6,000円、8万6,000円の増。次ページにわたり、主に事務室借上料の増であり

ます。

４目 文化財保護費、1,857万円、1,642万9,000円の増。４事務事業の計上でありま

す。

文化財専門委員会10万5,000円、1,000円の減。文化財保護124万9,000円、41万4,00

0円の減。主に文化財パンフレット印刷製本費の減であります。アッケシソウ保護増

殖443万円、新規計上。次ページにわたり、アッケシソウ保護・増殖のため、試験栽

培地造成のための測量設計委託料の計上であります。史跡国泰寺跡整備事業1,278万6,

000円、新規計上。史跡地内側溝木製蓋敷設工事費の計上であります。

５目 博物館運営費、1,116万7,000円、306万2,000円の増。５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5万3,000円、1,000円の減。

海事記念館808万6,000円、318万3,000円の増。次ページにわたり、施設管理経費の計

上で、主に、施設パンフレットをスマートフォン等のアプリケーションを用いて、多

言語・音声サービスに対応させる委託料やプラネタリウム簡易全天周映像システムの

導入による専用の映像番組の借上料、展示物を記録映像で情報発信する機器の購入で

あります。海事記念館備品整備事業237万6,000円、新規計上。プラネタリウム全天周

型投映機器の購入であります。郷土館34万5,000円、114万5,000円の減。太田屯田開

拓記念館30万7,000円、次ページにわたり、135万1,000円の減。それぞれ、施設管理

運営費の計上で、主に昨年度計上の賃金等の減であります。

６目 情報館運営費、3,243万円、1,085万4,000円の減。８事務事業の計上でありま

す。

情報館協議会15万7,000円、増減なし。厚岸情報館2,430万5,000円、905万4,000円

の減。次ページにわたり、施設の管理運営経費の計上で、主に昨年度計上の賃金等の

減であります。厚岸情報館分館65万3,000円、163万円の減。分館の管理運営経費の計
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上で、主に昨年度計上の賃金等の減であります。図書館バス運行40万4,000円、25万2,

000円の減。主に昨年度計上の車検整備経費の減であります。情報通信技術講習43万4,

000円、2万4,000円の増。次ページにわたり、主に謝礼金の増であります。ブックス

タート7万7,000円、4,000円の減。情報館図書管理システム整備事業 417万8,000円、

83万5,000円の減。情報館整備事業222万2,000円、89万7,000円の増。屋根防水、冷暖

房設備更新などの実施設計委託料の計上であります。

６項 保健体育費、１目 保健体育総務費、561万7,000円、11万2,000円の増。４事

務事業の計上であります。

学校保健一般61万9,000円、2万2,000円の減。児童生徒健康診断266万3,000円、5万

7,000円の増。主に健康診断委託料の増であります。次ページ、教職員健康診断230万

5,000円、7万7,000円の増。主に健康診断委託料の増であります。準要保護児童生徒

医療3万円、増減なし。

２目 社会体育費、3,810万7,000円、1,522万4,000円の増。９事務事業の計上であ

ります。

スポーツ推進審議会10万7,000円、1,000円の増。社会体育一般77万2,000円、2万1,

000円の増。スポーツ推進委員56万1,000円、次ページにわたり、1万4,000円の増。ス

ポーツ施設1,952万8,000円、113万5,000円の増。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、主に宮園公園草刈清掃委託料の増及び野球場土砂購入費の

増であります。スポーツ振興419万円、114万6,000円の増。主に社会人硬式野球部合

宿に伴う歓迎懇親会費及び野球場ホームベースほか備品購入費の計上であります。学

校開放4万4,000円、増減なし。宮園公園施設整備事業136万6,000円、新規計上。海洋

センター４基、勤労者体育センター２基、宮園公園休憩所２基、計８基の洋式便器に

それぞれ、温水洗浄便座を取り付ける改修工事費の計上であります。宮園公園野球場

整備事業399万5,000円、新規計上。次ページにわたり、バッティングゲージ等の購入

であります。スポーツバス購入事業754万6,000円、新規計上。スポーツ少年団送迎用

バス29人乗り１台の購入であります。

３目 温水プール運営費、1,684万9,000円、3,048万3,000円の減。２事務事業の計

上であります。

温水プール1,434万5,000円、452万5,000円の減。次ページにわたり、施設の管理運

営経費の計上で、主に昨年度計上の賃金等の減であります。温水プール施設整備事業

250万4,000円、2,362万1,000円の減。温水洗浄便座取付等改修工事費の計上でありま

す。

４目 学校給食費、2,768万1,000円、2,631万9,000円の減。２事務事業の計上であ

ります。

学校給食センター運営委員会6万6,000円、1,000円の増。学校給食センター2,761万

5,000円、2,632万円の減。施設の管理運営経費の計上で、主に昨年度計上の賃金等の

減であります。

335ページ、11款・１項 公債費、１目 元金、9億7,655万円、694万8,000円の減。
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２目 利子、6,727万2,000円、723万4,000円の減。

337ページ、12款・１項・１目 給与費、18億8,700万7,000円、3億9,106万1,000円

の増。２事務事業の計上であります。

特別職・一般職員等人件費15億1,354万4,000円、1,759万8,000円の増。特別職、一

般職員、再任用職員、任期付職員の人件費の計上であります。会計年度任用職員人件

費3億7,346万3,000円、新規計上。臨時職員、非常勤職員など、会計年度任用職員へ

の移行による人件費の計上であります。

なお、343ページから348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。内容説明は省略させていただきます。

341ページ、13款・１項・１目 予備費、700万円、増減なし。

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。

７ページをお開き願います。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あります。350ページから352

ページまで「債務負担行為に関する調書」を掲載しておりますので併せてご参照願い

ます。

１ページへお戻り願います。

第４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４表 地方債」に

よる。

８ページをお開き願います。第３表 地方債、起債の目的欄記載の８事業について、

記載のとおり、各発行限度額、起債の方法、利率、償還の方法によって地方債を起こ

すことができる、ものとしております。なお、353ページに「地方債に関する調書」

を掲載しておりますので併せてご参照願います。

１ページへお戻り願います。

第５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

入れの最高額は、30億円と定める。

以上で、議案第１号の説明を終わります。



議案第３号 令和２年度厚岸町国民健康保険特別会計予算

提案理由説明書
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議案第３号 令和２年度厚岸町国民健康保険特別会計予算であります。

令和２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、13億7,

157万6,000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。

10ページ、第１表 歳入歳出予算であります。

歳入では、６款、７項、次ページ、歳出では、９款、17項にわたり、それぞれ13億

7,157万6,000円で、令和元年度当初予算と比較し、3.0パーセント、4,290万5,000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。

356ページをお開き願います。歳入であります。

１款・１項 国民健康保険税、１目 一般被保険者国民健康保険税、3億6,959万6,00

0円、1,468万3,000円の減。

２目 退職被保険者等国民健康保険税、3万2,000円、48万1,000円の減。それぞれ、

収納見込みを勘案しての計上であります。

358ページ、３款 国庫支出金、１項 国庫補助金、１目 国民健康保険制度関係業務

事業費補助金、30万7,000円、皆増。歳出計上のシステム改修に対する補助金であり

ます。

４款 道支出金・１項 道補助金、１目 保険給付費等交付金、8億8,523万8,000円、

2,799万7,000円の減。保険給付などにかかる交付金の計上であります。

５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。

基金利子の計上であります。

６款 繰入金、１項・１目 一般会計繰入金、1億1,539万3,000円、4万9,000円の減。

主に繰出基準分の計上であります。

８款 諸収入、１項 延滞金、加算金及び過料、１目 一般被保険者延滞金、２目 退

職被保険者等延滞金、３目 一般被保険者加算金、４目 退職被保険者等加算金、５目

一般被保険者過料、６目 退職被保険者等過料、いずれも1,000円の計上で、増減あ

りません。

３項 雑入、１目 一般被保険者第三者納付金、50万円、増減なし。

２目 退職被保険者等第三者納付金、1,000円、増減なし。

３目 一般被保険者返納金、50万、増減なし。

４目 退職被保険者等返納金、1,000円、増減なし。

５目 雑入、1,000円、2,000円の減。
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以上で歳入の説明を終わります。

362ページをお開き願います。歳出であります。

１款 総務費、１項 総務管理費、１目 一般管理費、3,451万8,000円、116万2,000

円の減。３事務事業の計上であります。

職員人件費2,908万1,000円、221万9,000円の増。５人分の計上であります。なお、

388ページから392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405万9,000円、336万2,000円の減。次ページにわたり、一般

事務経費の計上で、主にレセプト点検委託を民間事業者から北海道の一括契約による

国民健康保険団体連合会へ移行したことによる減であります。国民健康保険事務電算

処理137万8,000円、1万9,000円の減。

２項 徴税費、１目 賦課徴収費、140万7,000円、48万2,000円の増。保険税の賦課

・徴収経費の計上で、主にコンビニ収納開始伴う納付書印刷の増であります。

３項・１目 運営協議会費、26万円、増減なし。

５項・１目 特別対策事業費、647万1,000円、73万8,000円の増。２事務事業の計上

であります。

会計年度任用職員人件費568万6,000円、新規計上。次ページ、特別収納78万5,000

円、494万8,000円の減。それぞれ保険税徴収員を非常勤職員から会計年度任用職員へ

移行したことによる増減であります。

368ページ、２款 保険給付費、１項 療養諸費、１目 一般被保険者療養給付費、7

億5,422万7,000円、1,306万8,000円の減。

２目 退職被保険者等療養給付費、1,000円、876万8,000円の減。

３目 一般被保険者療養費、589万3,000円、増減なし。

４目 退職被保険者等療養費、1,000円、4万5,000円の減。

５目 審査支払手数料、222万1,000円、4万4,000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額の計上、退職被保険者

等にかかる療養給付費及び療養費については、制度終了に伴う減であります。

２項 高額療養費、１目 一般被保険者高額療養費、9,800万5,000円、170万5,000円

の減。

次ページ、２目 退職被保険者等高額療養費、1,000円、431万3,000円の減。

３目 一般被保険者高額介護合算療養費、10万円、増減なし。

４目 退職被保険者等高額介護合算療養費、1,000円、4万9,000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額の計上で、退職被保険

等にかかる高額療養費及び高額介護合算療養費については、制度終了に伴う減であり

ます。

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、1,000円、4,000円の減。制度終了に伴う減でありま

す。

４項 出産育児諸費、次ページ、１目 出産育児一時金、672万4,000円、42万円の減。
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５項 葬祭諸費、１目 葬祭費、48万円、3万円の減。それぞれ支給見込による計上

であります。

374ページ、３款・１項・１目 国民健康保険事業費納付金、4億4,720万3,000円、1,

520万4,000円の減。平成30年度からの新たな国民健康保険制度における、厚岸町分の

納付金の計上であります。

376ページ、４款・１項・１目 共同事業拠出金、1,000円、増減なし。

378ページ、５款・１項・１目 財政安定化基金拠出金、2,000円、皆増。平成30年

度に発生した胆振東部地震により、激甚災害指定を受けた町に対し、不足する保険料

相当額の厚岸町負担分の計上であります。

380ページ、６款 保健事業費、１項・１目 特定健康診査等事業費、1,047万円、78

万2,000円の増。主に特定健康診査の受診率を向上させるため、ハガキによる新たな

未受診者対策実施に伴う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、158万2,000円、2,000円の増。各予防接

種委託料の計上であります。

382ページ、７款・１項 基金積立金、１目 国民健康保険財政調整基金積立金、1,0

00円、増減なし。

384ページ、９款 諸支出金、１項 償還金及び還付金、１目 一般被保険者保険税還

付金、100万円、増減なし。

２目 退職被保険者等保険税還付金、1,000円、9万9,000の減。制度終了に伴う減で

あります。

386ページ、10款・１項・１目 予備費、100万円、増減なし。

９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３号の説明を終わります。



議案第４号 令和２年度厚岸町簡易水道事業特別会計予算

提案理由説明書
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議案第４号 令和２年度厚岸町簡易水道事業特別会計予算であります。

令和２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、8,537

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。

14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8,53

7万9,000円で、令和元年度当初予算に比較し、19.8％、2,107万4,000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。

395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、5,434万5,000円、395万

9,000円の増。年間見込み額としての計上であります。

２項 手数料、１目 水道手数料、2万6,000円、1,000円の増。年間見込み額として

の計上であります。

４款 道支出金、１項 道補助金、１目 水道費道補助金、125万円、825万円の減。

歳出計上の片無去浄水場整備事業に対する地域づくり総合交付金の計上であります。

５款 繰入金、１項・１目 一般会計繰入金、905万8,000円、2,902万8,000円の減。

繰出基準分のほか、収支補てん分を含めての計上であります。

８款・１項 町債、１目 水道債、2,070万円、1,280万円の増。２事業債の計上であ

ります。

諸収入・雑入は、予算計上ゼロのため廃目となります。

以上で歳入の説明を終わります。

397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、2,065万7,000円、611万2,000

円の増。３事務事業の計上であります。

職員人件費1,383万7,000円、46万6,000円の増。職員２人分の計上であります。な

お、407ページから409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522万1,000円、517万7,000円の増。主に経営戦略策定委託

料及び水道施設台帳システム導入委託料の計上であります。水道料金計算収納159万9,

000円、46万9,000円の増。主に検針徴収委託料の増であります。

399ページ、２款 水道費、１項・１目 水道事業費、6,137万6,000円、2,845万9,00
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0円の減。次ページにわたり、９事務事業の計上であります。

水道事業一般73万1,000円、49万3,000円の増。水質検査363万5,000円、1万4,000円

の増。簡易水道施設2,786万円、181万4,000円の増。次ページにわたり、水道施設の

管理経費の計上で、主に光熱水費及び委託料の増であります。検満及び新設メーター

整備事業294万円、210万円の減。検満メーター27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92万円、増減なし。片無去浄水場整備事業251万円、5

49万円の減。監視制御設備の改修であります。なお、この事業については、地域づく

り総合交付金を財源に整備するものであります。糸魚沢浄水場整備事業367万円、67

万円の増。薬液注入室の原水濁度計老朽化に伴う更新工事費の計上であります。上尾

幌地区配水管調査事業1,711万円、358万円の減。配水管布設替実施設計委託料の計上

であります。片無去地区水源水質調査事業200万、増減なし。水道水源の見直しに伴

う水質調査委託料の計上であります。

403ページ、４款・１項 公債費、１目 元金、265万1,000円、138万円の増。２目

利子、64万5,000円、10万7,000円の減。

405ページ、５款・１項・１目 予備費、5万円、増減なし。

以上で、歳入歳出予算の説明を終わります。

13ページへお戻り願います。

第２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２表 地方債」に

よる。

16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地方債を起こすことができる、ものとしてお

ります。なお、410ページに「地方債に関する調書」を掲載しておりますのであわせ

てご参照願います。

以上で、議案第４号の説明を終わります。



議案第５号 令和２年度厚岸町下水道事業特別会計予算

提案理由説明書
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議案第５号 令和２年度厚岸町下水道事業 特別会計予算であります。

令和２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、7億84

3万5,000円と定める。

第２項 歳入歳出予算の款項の区分、及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。

18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、次ページ、歳出では、４款、５項にわたり、それぞれ、7

億843万5,000円で、令和元年度当初予算に比較し、10.5％、6,730万8,000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。

413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、292万7,000円、90

万9,000円の減。受益者負担金の減であります。

２款 使用料及び手数料、１項 使用料、１目 下水道使用料、9,598万9,000円、508

万5,000円の増。年間見込み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、１億3,860万円、

3,750万円の増。交付金の増であります。

５款 繰入金、１項・１目 一般会計繰入金、3億4,890万5,000円、441万6,000円の

増。繰出基準分のほか、収支補てん分を含めての計上であります。

６款 諸収入、１項 延滞金及び過料、１目 延滞金、1,000円、増減なし。

２項・１目 雑入、11万2,000円、158万4,000円の減。消費税及び地方消費税還付金

の減であります。

７款・１項 町債、１目 下水道債、1億2,370万円、2,280万円の増。公共下水道事

業債の計上であります。

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 下水道費、１項 下水道管理費、１目 一般管理費、1,273万3,000円、113万6,

000円の減。３事務事業の計上であります。

職員人件費788万7,000円、266万7,000円の減。職員１名、再任用職員１名分の計上

であります。なお、429ページから431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365万3,000円、108万3,000円の増。主に公共下
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水道使用料、受益者負担金の賦課徴収、消費税計算など関連経費の計上であります。

下水道事務電算処理119万3,000円、44万8,000円の増。次ページにわたり、主に水道

料金等検針機器借上料の増であります。

２目 管渠管理費、1,437万7,000円、20万9,000円の増。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、主に各ポンプ施設電話料の増であります。

３目 処理場管理費、7,489万円、946万6,000円の増。次ページにわたり、終末処理

場の運転管理費の計上で、主に薬品代、施設修繕料、運転管理委託料の増であります。

４目 普及促進費、70万9,000円、4万7,000円の増。２事務事業の計上であります。

水洗化等改造工事補助64万8,000円、5万4,000円の増。利用見込みとして、９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6万1,000円、7,000円の減。

貸付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、2億7,354万8,000円、5,992万円の増。

２事務事業の計上であります。

公共下水道事業補助2億5,740万円、6,060万円の増。主に下水道施設全体の管理維

持に伴う調査計画委託料などとして1,900万円、汚水管等の整備費として2億3,300万

円、補助対象事業分の計上であります。公共下水道事業起債1,614万8,000円、68万円

の減。次ページにわたり、事業対象職員人件費２人分、単独工事費などの計上であり

ます。

423ページ、２款 諸支出金、１項 償還金及び還付金、１目 下水道使用料還付金、

3万円、増減なし。下水道使用料還付金として、見込み計上であります。

425ページ、３款・１項 公債費、１目 元金、2億8,198万5,000円、425万8,000円の

増。２目 利子、4,916万3,000円、545万6,000円の減。

427ページ、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。

17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。

20ページ、第２表 債務負担行為、事項欄の３件について、記載の期間、限度額を

もって債務を負担するものであります。432ページに「債務負担行為に関する調書」

として掲載しておりますのでご参照願います。

17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。

21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
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度額、起債の方法、利率、償還の方法によって、地方債を起こすことができるもの、

としております。なお、433ページに「地方債に関する調書」を掲載しておりますの

で、ご参照願います。

以上で、議案第５号の説明を終わります。



議案第６号 令和２年度厚岸町介護保険特別会計予算

提案理由説明書
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議案第６号 令和２年度厚岸町介護保険特別会計予算であります。

令和２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、10億6

473万2千円と定める。

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。

23ページ、第１表 歳入歳出予算であります。

歳入では、９款、15項、次ページ、歳出では、７款、18項にわたり、それぞれ、10

億6,473万2,000円で、令和元年度当初予算に比較し、0.03％、28万9,000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。

436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、1億6,605万6,0

00円、83万4,000円の減。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、432万

2,000円、58万4,000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項 介護予防・日常生活支援総合事業費収入、１目 介護予防ケアマネジメント事

業費収入、260万6,000円、14万2,000円の増。総合事業サービスに対する事業費収入

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、23万7,000円、

7万2,000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、1億7,297万1,000円、

24万7,000円の減。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、8,059万2,000円、15万2,000円の減。

７目 地域支援事業交付金、2,291万4,000円、62万円の増。介護予防・日常生活支

援総合事業交付金として475万3,000円。その他地域支援事業交付金として759万6,000

円。社会保障充実事業交付金として1,056万5,000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、2億5,420万6,000円、28万3,

000円の減。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513万3000円、21万円の減。

６款 道支出金、１項 道負担金、次ページ、１目 介護給付費負担金、1億3,301万

７千円、9万4,000円の減。介護給付に対する道負担分の計上であります。

２項 道補助金、３目 地域支援事業交付金、1,145万6,000円、31万円の増。介護予

防・日常生活支援 総合事業交付金として237万6,000円、その他地域支援事業交付金
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として379万8,000円、社会保障充実事業交付金として528万2,000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、増減なし。

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、1億8,532万8,000円、519万5,000円の

増。収支均衡を図るための繰入金の計上であります。

２項 基金繰入金、１目 介護給付費準備基金繰入金、2,509万8,000円、406万2,000

円の減。収支補てんとしての基金からの繰入金であります。

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、77万7,000円、1万8,000円の減。

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。

440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、2,069万4,000円、86万5,000円

の減。２事務事業の計上であります。

職員人件費1,999万5,000円、98万円の減。職員３人分の計上であります。なお、46

6ページから470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69万9,000円、11万5,000円の増。主に職員旅費の増であります。

２項 徴収費、１目 賦課徴収費、116万円、32万3,000円の増。次ページにわたり、

介護保険料の賦課・収納経費の計上で、主に介護保険料納付書作成等の増であります。

３項・１目 介護認定審査会費、252万2,000円、5万4,000円の減。厚岸・浜中 介護

認定審査会の開催経費であります。

２目 認定調査等費、996万4,000円、227万4,000円の増。２事業の計上であります。

会計年度任用職員人件費618万9,000円、新規計上。会計年度任用職員２人分の計上

であります。介護認定調査377万5,000円、391万5,000円の減。次ページにわたり、介

護認定調査にかかる経費の計上で、主に介護認定調査員を非常勤職員から会計年度任

用職員へ移行したことによる増減であります。

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。

446ページ、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、5億7,965万8,000円、200万8,000円の減。２目 施設介護サービス給付費、2

億2,861万1,000円、260万4,000円の減。３目 居宅介護福祉用具購入費、280万6,000
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円、増減なし。４目 居宅介護住宅改修費、624万5,000円、増減なし。５目 居宅介護

サービス計画費、6,188万1,000円、増減なし。次ページ、６目 審査支払手数料、91

万6,000円、12万7,000円の減。

２項・１目 高額介護サービス費、2,100万円、300万円の増。

３項・１目 高額医療合算介護サービス費、370万円、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、3,668万9,0

00円、68万9,000円の増。それぞれ、説明欄記載のとおり、給付や審査の状況を勘案

しての計上であります。

450ページ、４款 地域支援事業費、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、1,643万3,000円、122万8,000円の減。２事務事業の計上であり

ます。

職員人件費1,564万4,000円、129万8,000円の減。地域包括支援センター職員２人分

の計上であります。包括的支援施策78万9,000円、7万円の増。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434万6,000円、38万円の減。次ページにわたり、主に会計年度任

用職員の報酬ほか、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目 在宅医療・介護連携推進事業費16万7,000円、4万7,000円の増。主に在宅療養

者と医療・介護の関係機関をつなぐ「つながり手帳」の購入費の計上であります。

４目 生活支援体制整備事業費666万6,000円、63万8,000円の増。生活支援体制整備

に伴う経費の計上で、主に社会福祉協議会への委託料の増であります。

５目 認知症総合支援事業費2,049万円、109万4,000円の増。２事務事業の計上であ

ります。

職員人件費1,932万6,000円、25万1,000円の増。次ページにわたり、地域包括支援

センター職員２人分の計上であります。認知症総合支援事業116万4,000円、84万3,00

0円の増。認知症の人やその家族への支援に伴う経費の計上で、主に認知症に対する

理解を深めるための「認知症ケアパス」作成費及び普及啓発用映像借上料の増であり

ます。

６目 地域ケア会議推進事業費12万1,000円、新規計上。地域ケア会議の開催経費で

あります。

次ページ、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

2,340万3,000円、273万9,000円の減。それぞれ、説明欄記載の総合事業サービスにか

かる経費の計上であります。

４項・１目 一般介護予防事業費、277万2,000円、1万1,000円の増。

５項 高額介護サービス費等、１目 高額介護予防サービス費事業費、12万円、増減

なし。

６項 その他諸費、１目 審査支払手数料、9万5,000円、増減なし。それぞれ、説明

欄記載の事業にかかる経費の計上であります。

458ページ、５款・１項・１目 介護給付費準備基金費、1,000円、増減なし。



- 4 -

460ページ、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。

462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、1,213万円、9万6,000円の減。２事務事業の計上であります。

職員人件費949万9,000円、2万5,000円の減。職員１人分の計上であります。介護予

防支援263万1,000円、7万1,000円の減。主に介護予防プラン作成にかかる委託料の計

上であります。

464ページ、９款・１項・１目 予備費、30万円、増減なし。

22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６号の説明を終わります。



議案第７号 令和２年度厚岸町後期高齢者医療特別会計予算

提案理由説明書
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議案第７号 令和２年度厚岸町後期高齢者医療 特別会計予算であります。

令和２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、1億4,

827万4,000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。

27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、1億4,

827万4,000円で、令和元年度当初予算に比較し、3.7％、523万6,000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。

473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、6,084万1,000円、270

万2,000円の増。２目 普通徴収保険料、4,021万3,000円、184万5,000円の増。それぞ

れ、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、4,701万円、59万9,000円の増。繰入基

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、２目 過料、いずれも1,000円

の計上で、増減ありません。

４項 償還金及び還付加算金、１目 保険料還付金、19万円、9万円の増。保険料還

付金の計上であります。

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。

475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、283万1,000円、1万2,000円の

増。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、57万9,000円、3万6,000円の減。賦課収納に係る経費の計上で

あります。

477ページ、２款・１項・１目 後期高齢者医療広域連合納付金、1億4,456万4,000

円、517万円の増。北海道後期高齢者医療広域連合納付金であります。

479ページ、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、20

万円、9万円の増。保険料還付金の計上であります。

481ページ、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７号の説明を終わります。



議案第８号 令和２年度厚岸町介護老人保健施設事業特別会計予算

提案理由説明書
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議案第８号 令和２年度厚岸町護老人保健施設事業特別会計予算であります。

令和２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、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、7,885

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。

30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、３款、３項にわたり、それぞれ、7,

885万1,000円の計上で、令和元年度当初予算に比較し、0.3％、21万4,000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。

485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、6,385

万5,000円、196万3,000円の減。

２項・１目 自己負担金収入、1,498万4,000円、174万6,000円の増。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。

５款 財産収入、１項 財産運用収入、１目 利子及び配当金、2,000円、新規計上。

基金利子の計上であります。

９款 諸収入、１項・１目 雑入、9,000円、増減なし。

以上で歳入の説明を終わります。

487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、

7,874万8,000円、21万7,000円の減。３事務事業の計上であります。

職員人件費3,203万4,000円、167万3,000円の増。正職員の看護師２人、再任用の看

護師１人、任期付介護員１人、計４人分の計上であります。なお、495ページから499

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。会計年度任

用職員人件費1,593万7,000円、新規計上。次ページにわたり、会計年度任用職員人件

費の計上であります。介護老人保健施設サービス3,077万7,000円、1,782万7,000円の

減。施設運営のための関係経費の計上で、主に会計年度任用職員への移行による臨時

介護員賃金の減及び病院事業運営管理共通経費負担金の減であります。

491ページ、２款・１項 基金積立金、１目 介護老人保健施設基金積立金、3,000円、

新規計上。基金利子の積立にかかる計上であります。

493ページ、３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８号の説明を終わります。



議案第９号 令和２年度厚岸町水道事業会計予算

提案理由説明書



議案第９号 令和２年度厚岸町水道事業会計予算について。

１ページ、第１条 総則、令和２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、5,173戸で、前年度比１戸減。年間総配水量は、122万4,165立方メー

トルで、前年度比3万5,398立方メートルの減。一日平均給水量は、3,354立方メート

ルで、前年度比97立方メートルの減を予定しております。主な建設改良事業は、配水

管布設替等事業が４件で、4,426万円。前年度に比べ1,264万円の増。設備整備事業は、

３件で、1,153万円。前年度に比べ2,577万円の減であります。メーター設備事業は、

新設・検満合わせて535台で、4,613万8,000円。前年度比1,314万2,000円の減。

第３条、収益的収入及び支出の予定額であります。

収入、１款 水道事業収益を2億8,664万8,000円。１項 営業収益を2億6,130万1,000

円。２項 営業外収益を2,534万7,000円。

支出、１款 水道事業費用を2億7,016万6,000円。１項 営業費用を2億4,591万9,000

円。２項 営業外費用を2,404万7,000円。４項 予備費を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、１款 資本的収入を5,578万円。１項 企業債を5,320万円。６項 補償金を258

万円。

支出、１款 資本的支出を1億8,726万7,000円。１項 建設改良費を1億621万7,000円。

２項 企業債償還金を8,105万円と定めるものであります。

第４条の括弧書きです。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額、1億3,148万7,000円は、当年度分

損益勘定留保資金1億783万1,000円。当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整

額965万6,000円。建設改良積立金800万円及び減債積立金600万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、並びに第４条 資本的収入及び支出の内容は、10ペー

ジからの予算説明書によります。

10ページ、はじめに収益的収入であります。金額の増減は、対前年度、当初予算と

の比較で述べさせていただきます。

１款 水道事業収益は、1,127万4,000円の減。

１項・１目 給水収益は、2億6,090万6,000円で、前年度の使用実績を勘案して、84

4万9,000円減の水道料金を計上しております。

２目 受託工事収益は、39万5,000円で、前年実績並と見込み、3,000円の増としま

した。

２項 営業外収益は、282万8,000円減の2,534万7,000円で、１目 受取利息及び配当

金が5,000円の前年度同様、内部留保資金の運用を見込むものであります。

２目 他会計補助金が1,084万7,000円で、5万円の増、説明欄記載のとおりでありま

す。
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３目 長期前受金戻入は、1,447万6,000円で、288万8,000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。

６目 雑収益は、1万9,000円で、1万円の増、浄水場敷地内の電柱などの使用料､鉄

くず売払い代を見込むものであります。

次に、収益的支出であります。

１款 水道事業費用全体では、147万4,000円の減。

１項 営業費用では、19万6,000円の減であります。内容については、新規

計上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、813万7,000円の減で、内訳は、11ページに渡りますが、1

7節 委託料が、968万7,000円減の2,979万4,000円で、前年に実施した長期更新計画策

定委託料の減、24節 動力費が163万4,000円増で使用見込みと電力単価を勘案したこ

とによるものであります。

２目 配水及び給水費は、15万9,000円の減で、各節説明欄記載のとおりであります。

１２ページに渡り、４目 総係費は、1,060万6,000円の増で、17節 委託料、検針・

収納業務委託料が158万4,000円の増、委託料の見直しに伴う増で、水道施設管理委託

料が300万円の増、改正水道法の施行に伴う台帳整備の増、長期更新計画策定委託料

が678万7,000円の増、将来の水道基本方針となる水道ビジョンの策定に伴う委託料の

増で、その他、各節説明欄記載のとおりであります。

５目 減価償却費は、178万3,000円の減で、令和元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、構築物と機械及び装置に係る償却費の増減によるもので

あります。

13ページ、６目 資産減耗費は、72万3,000円の減で、平成24年度に取得したメータ

ー及び平成１７年度に取得した車輌除却費の計上であります。

２項 営業外費用は、127万8,000円の減で、内訳は、１目 支払利息及び企

業債取扱諸費が、156万2,000円の減で、これまでに借り入れた企業債の支払

利息の減によるもので、２目 消費税及び地方消費税は、28万4,000円の増で、

納付見込み額の増であります。

４項・１目 予備費は、20万円で、前年度と同額であります。

この結果、収益的収入は、収益的支出を1,648万2,000円上回る見込みであります。

14ページ、資本的収入であります。

１款 資本的収入全体では、494万円の増で、１項・１目 企業債が、690万

円の増、起債対象事業費の増であります。

６項・１目 補償金は、196万円の減で、道路改良工事に伴う配水管布設替えに対す

る補償金であります。

資本的支出であります。

１款 資本的支出全体では、2,701万4,000円の減で、１項 建設改良費は、2,

972万3,000円の減。
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１目 建設改良費は、1,313万円の減で、配水管布設替工事３件と設備整備工事３件

を予定しています。

２目 総係費は、17節 委託料で709万3,000円の減。配水管更新実施設計業務の１件

の委託料で、老朽化した水道管更新の実施設計を行なうものであります。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、1,314万2,000円の減で、検満メーター取り替え台数の減

によるものであります。

４目 固定資産購入費は、364万2,000円の増で、老朽化した水質検査機器と車輌を

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、270万9,000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ページへ戻ります。第５条 企業債であります。起債の目的は、配水管等整備事

業費で、限度額は、5,320万円、起債の方法は普通貸借又は証券発行で、利率は５％

以内、償還の方法は記載のとおりであります。

第６条 予定支出の各項の経費の金額の流用であります。予定支出の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、消費税及び地方消費税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することのできない経費は、職員給与費の2,0

54万9,000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1,072万7,000円、

児童手当給付経費補助12万円の他会計補助金総額1,084万7,000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、1,786万5,000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９ページまでが給与費明細書、飛んで15ページと16ページが令和２年度

の予定貸借対照表、17ページと18ページは、令和２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。19ページは令和元年度の

予定損益計算書、20ページと21ページは、令和元年度の予定貸借対照表、22ページと

23ページは、令和元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。

以上が令和２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、ご承認下さいますよう、よろしくお願い申し上げま

す。



議案第１０号 令和２年度厚岸町病院事業会計予算

提案理由説明書
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議案第10号 令和２年度厚岸町病院事業会計予算について、その内容をご説明いた

します。

議案書、１ページをお開き願います。

第１条 総則、令和２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 業務の予定量であります。(1) 病床数は、55床で、一般病床であります。(2)

患者数は、年間延べ患者数では、5万7,485人、内訳として、入院患者では、1万1,315

人、外来患者では、4万6,170人、１日平均患者数では、221人、内訳として、入院患

者では、31人、外来患者では、190人と見込むものであります。(3) 主な建設改良事

業では、建設工事事業として、2,674万1,000円、医療器械整備事業として、6,515万3,

000円、車両購入事業として、501万2,000円の計上であります。

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の内容は、予算説明

書で行います。

13ページをお開きください。はじめに、収益的収入であります。

１款 病院事業収益、10億7,512万9,000円、前年度比較、6,380万4,000円の減。

１項 医業収益、8億4,631万円、前年度比較、3,944万円の減。

１目 入院収益では、2億6,024万5,000円、前年度比較、4,170万5,000円の減。

２目 外来収益では、3億7,859万4,000円、前年度比較、860万6,000円の減。

３目 その他医業収益では、7,078万5,000円、前年度比較、607万円の増で、主に、

３節 その他医業収益、733万2,000円の増であります。

４目 負担金では、1億3,668万6,000円、前年度比較、480万1,000円の増で、１節

一般会計負担金では、1億1,797万9,000円、内訳として、救急医療対策費補助では1億

1,546万3,000円、保健衛生行政費補助では251万6,000円の計上で、２節 負担金では、

厚岸郡救急医療確保負担金として、1,870万7,000円の計上であります。

２項 医業外収益、2億2,881万9,000円、前年度比較、2,436万4,000円の減。

１目 受取利息及び配当金では、前年度と同額の1,000円の計上。

２目 患者外給食収益では、256万2,000円、前年度比較、12万8,000円の減。

３目 長期前受金戻入では、7413万1,000円、前年度比較、390万1,000円の増。

４目 その他医業外収益では、472万9,000円、前年度比較、43万5,000円の減。

５目 他会計補助金では、6,893万9,000円、前年度比較、1,083万円の増。

６目 他会計負担金では、6,135万4,000円、前年度比較、3,459万6,000円の減とな

り、収益的収入における一般会計からの負担金及び補助金として、医業収益と医業外

収益を合わせて、2億4,827万2,000円の計上であります。

７目 負担金交付金では、1,710万2,000円、前年度比較、393万6,000円の減。

８目 雑収益では、前年度と同額の1,000円の計上であります。

14ページ、収益的支出であります。

１款 病院事業費用、12億5,738万7,000円、前年度比較、6,306万円の増。

１項 医業費用、12億536万8,000円、前年度比較、6,809万7,000円の増。

１目 給与費では、7億7,353万7,000円、前年度比較、4,242万1,000円の増。内訳と
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して、１節 給料では、前年度比較、7,123万4,000円の増、職員の内訳として、常勤

医師５名、看護職員34名、医療技術員22名、事務員10名、技術員２名、労務員10名、

合計で83名分の人件費の計上であります。また、会計年度任用職員は、制度改正に伴

いフルタイムの職員について、給料及び職員手当等に賃金から振り替えて予算計上す

ることとなり、前年度との比較において増額となっております。２節 職員手当等で

は、前年度比較、3,281万9,000円の増で、それぞれ支給要件による計上であります。

３節 法定福利費では、前年度比較、239万8,000円の増。４節 退職給付費では、前年

度比較、301万6,000円の減。５節 賞与引当金繰入額では、前年度比較、1,008万3,00

0円の増で、次年度の６月支給の賞与引当金としての計上であります。６節 報酬では、

前年度比較、6,647万1,000円の増で、前年度まで賃金で計上していた出張医師の賃金

と会計年度任用職員にあっては、パートタイムの職員にかかる報酬の計上であり、制

度改正に伴い賃金からの振り替え計上で前年度との比較において増額となっておりま

す。なお、これにより前年度計上した賃金、1億3,756万8,000円が皆減であります。

２目 材料費では、1億2,813万5,000円、前年度比較、455万1,000円の減、主に、１

節 薬品費では、前年度比較、372万9,000円の減、２節 診療材料費では、前年度比較、

296万7,000円の減で、それぞれ、患者数の減少を見込んでの減額であります。

３目 経費では、2億2,266万3,000円、前年度比較、2,759万1,000円の増、主に、３

節 旅費交通費では、前年度比較、77万3,000円の増で、移転旅費の増であります。16

ページ、15節 使用料では、前年度比較、2,494万1,000円の増で主に、病院総合管理

システムについて、これまで使用してきたパソコン基本ソフトのサポート終了にあわ

せ新たな基本ソフトの導入と電子カルテシステム等の更新に伴う事務機器使用料が増

となっております。16節 委託料では、前年度比較、129万2,000円の増で主に、医療

事務委託料が増となっております。

４目 減価償却費では、7,500万9,000円、前年度比較、280万9,000円の増。５目 資

産減耗費では、211万9,000円、前年度比較、17万3,000円の減。６目 研究研修費では、

390万5,000円、前年度と同額の計上であります。

18ページ、２項 医業外費用、5,171万9,000円、前年度比較、503万7,000円の減、

内訳として、１目 支払利息及び企業債取扱諸費では、2,732万5,000円、前年度比較、

464万円の減。２目 医療技術員確保対策費では、255万円、前年度比較、39万7,000円

の減。３目 雑損費では、1,784万4,000円、前年度と同額の計上であります。４目 消

費税及び地方消費税では、400万円、前年度と同額の計上であります。

３項・１目 予備費では、30万円、前年度と同額の計上であります。

19ページ、続いて、資本的収入及び支出であります。

はじめに、資本的収入であります。

１款 資本的収入、2億2,606万1,000円、前年度比較、5,198万5,000円の増。

１項・１目 企業債では、1,550万円、前年度比較、890万円の減、建設工事及び器

械備品購入に対する企業債の計上であります。

２項 補助金では、2億1,056万1,000円、前年度比較、6,088万5,000円の増、内訳と

して、１目 他会計補助金では、1億3,656万1,000円、前年度比較、1,727万5,000円の
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増、それぞれ説明欄記載の内容について、当初予算措置として、一般会計からの補助

金の計上であります。２目 国庫補助金では、7,400万円、前年度比較、4,361万円の

増で、建設工事及び器械備品購入に対する特定防衛施設周辺整備補助金の計上であり

ます。

次に、資本的支出であります。

１款 資本的支出、2億2,606万1,000円、前年度比較、4,298万5,000円の増。

１項 建設改良費、9,690万6,000円、前年度比較、3,803万5,000円の増、内訳とし

て、１目 建設工事費では、2,674万1,000円、前年度比較、768万8,000円の減で、病

棟等外調機改修に伴う工事費及び実施設計ほか委託料の計上で、工事の内容は、病棟

等の詰所の空調設備及び廊下や廊下まわりの空調設備について、病院改築後２４年を

経過し、老朽化が著しいことから設備更新を図るものであります。

２目 固定資産購入費では、6,515万3,000円、前年度比較、4,071万1,000円の増で、

エックス線一般撮影装置ほか器械備品の更新に係る備品購入費の計上であります。

３目 車両購入費では、501万2,000円の計上であります。通所リハビリ患者用送迎

車両１台の購入費であります。

２項・１目 企業債償還金では、1億2,915万5,000円、前年度比較、495万円の増。

以上が、収益的収入及び支出並びに資本的収入及び支出の内容であります。

２ページへお戻りください。

第５条 企業債であります。起債の目的は、建設工事事業として、限度額を1,070万

円に、車両購入事業として、限度額を480万円に、合計で1,550万円と定めるもので、

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 一時借入金であります。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 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

与費として、7億7,353万7,000円及び交際費として、100万円と定めるものであります。

第８条 他会計からの補助金として、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を、

記載の内容のとおり、当初予算の計上として、合計で3億8,483万3,000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として、1億7,093万円と定めるものであります。

第10条 重要な資産の取得について、器械備品として、Ｘ線一般撮影装置一式であ

ります。

４ページから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、７ページから12ページは、給与費明細書、20ページから22ページまでは、令和

２年度 予定貸借対照表及び注記、23ページは、令和元年度損益計算書、24ページか

ら26ページまでは、令和元年度、予定貸借対照表及び注記であります。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。

以上で、議案第10号 令和２年度厚岸町病院事業会計予算の提案説明とさせていた
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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。



議案第11号 令和元年度厚岸町一般会計補正予算（４回目）

提案理由説明書



- 1 -

議案第11号 令和元年度 厚岸町一般会計補正予算（４回目）であります。

令和元年度厚岸町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条、第１項、歳入歳出予算の補正、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、

2億5,237万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、125億1,637

万6,000円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

２ページから５ページにわたり、第１表 歳入歳出予算補正であります。

歳入では、16款29項、歳出では、11款29項にわたり、それぞれ、2億5,237万4,000

円の増額補正であります。

事項別により、ご説明させていただきます。

15ページをお開き願います。歳入であります。

１款 町税、１項 町民税、１目 個人、2,878万1,000円の増。２目 法人、1,386万9,

000円の増。２項・１目 固定資産税、1,159万5,000円の増。３項・１目 軽自動車税、

139万4,000円の増。２目 環境性能割、14万1,000円、新規計上。税制改正により、今

年度の10月から軽自動車の自動車取得税（道税）が廃止され、新たに導入された制度

となります。６項・１目 都市計画税、13万円の増。町税全体では、5,591万円の増で、

それぞれ、12月までの調定及び徴収実績をもとに推計した見込み額の計上であります。

３款・１項・１目・１節 利子割交付金、105万6,000円の減。４款・１項・１目・

１節 配当割交付金、36万2,000円の減。５款・１項・１目・１節 株式等譲渡所得割

交付金、30万8,000円の減。それぞれ、12月交付分までの実績によるほか、交付見込

みによる減であります。

９款・１項、次ページにわたり、１目・１節 環境性能割交付金、189万8,000円、

新規計上。税制改正により、今年度の10月から自動車取得税が廃止され、新たに導入

された制度となります。

10款・１項・１目 国有提供施設等所在市町村交付金、１節 自衛隊基地交付金、15

2万6,000円の増。執行見込みによる増であります。

12款・１項・１目・１節 地方交付税、1億6,422万1,000円の増。普通交付税と特別

交付税の本年度の合計見込額として、39億2,171万8,000円の計上であります。

14款 分担金及び負担金、２項 負担金、１目 民生費負担金、5万7,000円の減。２

目 衛生費負担金、13万7,000円の減。３目 農林水産業費負担金、130万円の増。

15款 使用料及び手数料、１項 使用料、１目 総務使用料、１節 総務管理使用料、

109万7,000円の増。２目 民生使用料、１節 社会福祉使用料、2万8,000円の増。３目

衛生使用料、１節 保健衛生使用料、15万1,000の減。４目 農林水産業使用料、１節

農業使用料、710万9,000円の増。２節 林業使用料、1万円の減。３節 水産業使用料、

1,000円の減。６目 土木使用料、１節 道路橋梁使用料、1万4,000円の増。２節 河川
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使用料、10万9,000円の減。３節 住宅使用料、次ページにわたり、23万9,000円の減。

７目 教育使用料、３節 社会教育使用料、3万6,000円の増。４節 保健体育使用料、4

万3,000円の増。それぞれ、説明欄記載のとおり、執行見込みによる増減であります。

２項 手数料、１目 総務手数料、１節 総務管理手数料、3,000円の増。２節 徴税

手数料、2万7,000円の減。３節 戸籍住民登録手数料、6万8,000円の増。３目 衛生手

数料、１節 保健衛生手数料、3万5,000円の増。２節 環境政策手数料 1万2,000円の

増。４目 農林水産業手数料、１節 農業手数料、13万2,000円の減。２節 水産業手数

料、4万円の増。６目 土木手数料、５節 住宅手数料、15万9,000円の減。それぞれ説

明欄記載のとおり、執行見込みによる増減であります。

３項・１目・１節 証紙収入、12万5,000円の増。執行見込みによる増であります。

16款 国庫支出金、次ページにわたり、１項 国庫負担金、１目 民生費国庫負担金、

１節 社会福祉費負担金、339万円の増。２節 児童福祉費負担金、187万1,000円の減。

２目 衛生費国庫負担金、１節 保健衛生費負担金、7万6,000円の増。それぞれ、説明

欄記載のとおり、執行見込みによる増減であります。

２項 国庫補助金、１目 総務費国庫補助金、１節 総務管理費補助金、238万円の減。

２目 民生費国庫補助金、１節 社会福祉費補助金、205万円の減。２節 児童福祉費補

助金、38万8,000円の減。３節 防衛施設周辺整備事業補助金、30万円の減。それぞれ

の事業費に応じた補助金の増減であります。

３目 衛生費国庫補助金、１節 保健衛生費補助金、163万8,000円の増。２節 環境

政策費補助金、64万5,000円の減。それぞれの事業費に応じた補助金の増減でありま

す。

４目 農林水産業費国庫補助金、４節 防衛施設周辺整備事業補助金、2,027万2,000

円の減。充当事業の確定に伴う減であります。

６目 土木費国庫補助金、１節 道路橋梁費補助金、462万4,000円の減。５節 住宅

費補助金、2,211万円の減。６節 防衛施設周辺整備事業補助金、169万3,000円の減。

それぞれ事業費確定による増減であります。

次ページ、７目 消防費国庫補助金、１節 防衛施設周辺整備事業補助金、450万円

の増。８目 教育費国庫補助金、１節 教育総務費補助金、4,884万5,000円の増。校内

通信ネットワーク整備事業に係る補助金の計上であります。詳細は、歳出でご説明い

たします。

２節 小学校費補助金、1万8,000円の減。３節 中学校費補助金、11万3,000円の減。

それぞれ、事業費確定による増減であります。７節 防衛施設周辺整備事業補助金、4,

790万円の増。本年度の特定防衛施設周辺整備調整交付金について、当該交付金の充

当事業の事業費確定に伴い、最終的な配分調整をし、交付決定後の未計上分の計上で

あります。

３項 委託金、２目 民生費委託金、１節 社会福祉費委託金、61万9,000円の減。４

目 土木費委託金、１節 河川費委託金、21万5,000円の減。それぞれ説明欄記載のと

おり、事業費の確定による減であります。
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17款 道支出金、１項 道負担金、１目 民生費道負担金、１節 社会福祉費負担金、

111万7,000円の減。２節 児童福祉費負担金、68万3,000円の減。２目 衛生費道負担

金、１節 保健衛生費負担金、3万8,000円の増。それぞれ説明欄記載のとおり、執行

見込みによる増減であります。

２項 道補助金、２目 民生費道補助金、１節 社会福祉費補助金、332万9,000円の

減。２節 児童福祉費補助金、106万5,000円の減。３目 衛生費道補助金、１節 保健

衛生費補助金、85万6,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みによる

増減であります。

次ページ、４目 農林水産業費道補助金、１節 農業費補助金、1万3,000円の増。３

節 林業費補助金、207万8,000円の増。５節 水産業費補助金、536万3,000円の減。５

目 商工費道補助金、１節 商工費補助金、28万1,000円の減。それぞれ説明欄記載の

とおり、執行見込みによる増減であります。

３項 委託金、１目 総務費委託金、２節 徴税費委託金、24万3,000円の増。３節

戸籍住民登録費委託金、6千円の減。４節 選挙費委託金、2,000円の増。５節 統計調

査費委託金、16万2,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みによる増

減であります。

４目 農林水産業費委託金、２節 林業費委託金、4万7,000円の増。６目 土木費委

託金、３節 住宅費委託金、1万3,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、執行見

込みによる増減であります。

18款 財産収入、１項 財産運用収入、１目 財産貸付収入、１節 土地建物貸付収入、

57万5,000円の減。２目・１節 利子及び配当金、10万5,000円の増。それぞれ説明欄

記載のとおり、執行見込みによる増減であります。

２項 財産売払収入、１目 不動産売払収入、２節 その他不動産等売払収入、377万

6,000円の増。主に、立木売払代の増であります。

２目・１節 生産物売払収入、91万2,000円の増。それぞれ説明欄記載のとおり、執

行見込みによる増減であります。

６目・１節 有価証券売払収入、598万7,000円の増。釧路空港ビル株式会社の民間

委託に伴い、株式譲渡収入が発生したものであります。

次ページ、19款・１項 寄附金、１目・１節 一般寄附金、5,000万円の増。ふるさ

と納税による寄附金の増で、ふるさと納税の寄附金総額3億5,000万円を見込んでの計

上であります。

３目 民生費寄附金、１節 社会福祉費寄附金、4万円の増。匿名希望の２名の方か

らの寄附金であります。

20款 繰入金、１項 基金繰入金、４目・１節 まちおこし基金繰入金、181万1,000

円の減。６目・１節 環境保全基金繰入金、70万円の減。それぞれ執行見込みによる

減であります。
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22款 諸収入、１項 延滞金加算金及び過料、１目・１節 延滞金 19万9,000円の減。

２項 預金利子、１目 町預金利子、１節 預金利子、1万3,000円の増。４項 受託事業

収入、５目 土木費受託事業収入、１節 住宅費受託事業収入 3万円の減。それぞれ

説明欄記載のとおり、執行見込みによる増減であります。

６項・３目・３節 雑入、次ページにわたり、934万2,000円の増。主に釧路・根室

広域地方税滞納整理機構負担金918万5,000円当町から派遣している職員に係る人件費

の計上。その他の事業は、それぞれ執行見込みによる増減であります。

23款・１項 町債、本補正のうち、節説明欄カッコ内の「過疎特別分」と表記があ

るのは、過疎対策事業債のソフト分として発行が認められたもので、総額1億390万円

の計上であります。

１目 総務債、１節 総務管理債、470万円の増。２目 民生債、１節 社会福祉債、4,

620万円の増。次ページ、２節 児童福祉債、1億7,700万円の減。３目 衛生債、１節

保健衛生債、650万円の増。２節 環境政策債、210万円の増。４目 農林水産業債、１

節 農業債、270万円の減。２節 林業債、460万円の増。３節 水産業債、310万円の減。

５目・１節 商工債、1,200万円の増。６目 土木債、２節 道路橋梁債、70万円の減。

４節 都市計画債、50万円の増。次ページ、６節 住宅債、900万円の増。７目・１節

消防債、3,390万円の減。８目 教育債、１節 教育総務債、4,750万円の増。２節 小

学校債、260万円の減。５節 社会教育債、180万円の増。６節 保健体育債 、30万円

の増。それぞれ起債対象事業費の確定による増減で、児童福祉債については、仮称・

湖北地区保育所建設事業に係る起債であります。また、教育総務債については、学校

教育施設等整備事業の起債で、どちらも詳細については、歳出でご説明いたします。

以上で、歳入の説明を終わります。

35ページ、歳出であります。

１款・１項・１目 議会費、３３万９千円の減。説明欄記載のとおり、執行見込み

による増減であります。

２款 総務費、１項 総務管理費、１目 一般管理費、21万4,000円の増。39ページに

わたり、説明欄記載のとおり、執行見込みによる増減であります。

３目 職員厚生費、203万円の減。説明欄記載のとおり、執行見込みによる増減であ

ります。

４目 情報化推進費、45ページまでにわたり、150万3,000円の減。主にテレビ共同

受信施設撤去事業210万7,000円の減。光栄地区テレビ共同受信施設の撤去工事費の確

定による減であります。

５目 交通安全防犯費、29万6,000円の減。６目 行政管理費、48万8,000円の減。７

目 文書広報費、次ページにわたり、1万7,000円の増。それぞれ説明欄記載のとおり、

執行見込みによる増減及び財源内訳補正であります。

８目 財政管理費、3億9,229万8,000円の増。主に基金への積立金として、減債基金

に２億円、地域づくり推進基金に1億4,439万9,000円、特定防衛施設周辺整備調整交
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付金事業基金に4,790万1,000円の計上で、財政調整基金は財源内訳補正であります。

なお、本年度末における基金残高につきましては、年度当初での取り崩しと歳計剰余

金処分による積立て、年度内での補正積立てにより、前年度末との比較において、約

5,780万円減の約17億110万円となる見込みであります。

９目 会計管理費、次ページにわたり、14万6,000円の減。主に印刷製本費の減であ

ります。10目 企画費、53ページにわたり、5,303万3,000円の増。主にふるさと納税

に係る増額補正で、ふるさと支援推進4,437万7,000円の増及びふるさと納税基金1,31

2万円の増は、ふるさと納税による寄附金収入見込みを勘案して、かかる事業費の補

正計上であります。その他は説明欄記載のとおり、執行見込みによる増減であります。

11目 財産管理費、次ページにわたり、5万3,000円の減。12目 車両管理費、19万3,

000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みによる増減であります。

２項 徴税費、１目 賦課納税費、次ページにわたり、56万2,000円の減。それぞれ

説明欄記載のとおり、執行見込みによる増減であります。

３項・１目 戸籍住民登録費、次ページにわたり、23万7,000円の減。４項 選挙費、

１目 選挙管理委員会費、12万7,000円の減。それぞれ執行見込みによる減であります。

５項 統計調査費、１目 統計調査総務費。16万2,000円の減。６項・１目 監査委員

費、次ページにわたり、16万2,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込

みによる増減であります。

３款 民生費、１項 社会福祉費、１目 社会福祉総務費、次ページにわたり、160万

9,000円の減。国民健康保険特別会計79万5,000円は、繰出金の減、保健福祉総合セン

ター整備事業38万6,000円は、改修補修工事費確定による減であります。福祉灯油27

万7,000円は、執行見込みよる減であります。その他は説明欄記載のとおり、執行見

込みによる増減であります。

２目 心身障害者福祉費、67ページにわたり、1,454万8,000円の減は、主に障害者

（児）介護・訓練等給付1,111万1,000円の減で、それぞれの給付費の執行見込みによ

る増減、その他の事業は、それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みによる増減であ

ります。

３目 心身障害者特別対策費、742万1,000円の減。主に重度心身障害者医療費の減

であります。

次ページ、４目 老人福祉費、73ページにわたり、1,178万5,000円の減。主に介護

保険特別会計1,110万6,000円の減で、繰出金として、特別会計での収支調整による減

であります。その他はそれぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みによる増減及び財源

内訳補正であります。

５目 後期高齢者医療費、6万3,000円の減。後期高齢者医療特別会計の繰出金で

特別会計での収支調整による減であります。

６目 国民年金費、6万5,000円の増。説明欄記載のとおり、執行見込みによる増減

であります。

７目 自治振興費、次ページにわたり、67万2,000円の増。それぞれ説明欄記載のと

おり、執行見込みによる増減 及び財源内訳補正であります。
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８目 社会福祉施設費、次ページにわたり、58万円の減。説明欄記載のとおり、執

行見込みによる増減であります。

９目 プレミアム付商品券発行事業費、440万円の減。説明欄記載のとおり、執行見

込みによる減であります。

２項 児童福祉費、１目 児童福祉総務費、次ページにわたり、212万円の減。それ

ぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みによる増減であります。

２目 児童措置費、60万5,000円の減。３目 ひとり親福祉費、次ページにわたり 1

21万6,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みによる減であります。

４目 児童福祉施設費、85ページにわたり、1億8,299万1,000円の減。主に仮称・湖

北地区保育所建設事業1億7,381万円の減は、今年度の工事の進捗率の変更により減額

となり、その金額を来年度に継続費として計上するものであります。なお、その財源

である地方債についても、来年度に繰り越すため、今年度は減額補正となります。そ

の他はそれぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みによる増減及び財源内訳補正であり

ます。

５目 児童館運営費、次ページにわたり、578万7,000円の減。主に児童館の臨時職

員賃金の減のほか、それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みによる増減であります。

４款 衛生費、１項 保健衛生費、１目 衛生予防費、11万4,000円の減。説明欄記載

のとおり、執行見込みによる減であります。

２目 健康推進費、93ページまでわたり、447万4,000円の減。主に予防接種委託料1

97万1,000円の減。がん検診委託料152万2,000円の減のほか、それぞれ説明欄記載の

とおり、執行見込みによる増減であります。

３目 墓地火葬場費、4万6,000円の減。説明欄記載のとおり、執行見込みによる増

減及び財源内訳補正であります。

４目 水道費、次ページにわたり、143万4,000円の減。簡易水道事業特別会計143万

4,000円は、繰出金として特別会計での収支調整による減であります。

５目 病院費、1億1,153万9,000円の増。病院事業会計への収支補てんとしての増額

計上であります。

６目 子ども医療費、369万5,000円の減。執行見込みによる減であります。

２項 環境政策費、１目 環境対策費、345万2,000円の増。主に次ページ、環境保全

基金積立金370万円の増のほか、説明欄記載のとおり、執行見込みによる増減であり

ます。

２目 水鳥観察館運営費、3万5,000円の減。３目 廃棄物対策費、12万5,000円の減。

次ページ、４目 ごみ処理費、92万9,000円の増。５目 し尿処理費、9万2,000円の増。

それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みによる増減であります。

次ページ、６目 下水処理費、610万円の減、合併処理浄化槽設置費補助金の執行見

込みによる減であります。

５款 農林水産業費、１項 農業費、１目 農業委員会費、7万1,000円の減。説明欄
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記載のとおり、執行見込みによる増減及び財源内訳補正であります。

２目 農業振興費、補正額ゼロ、財源内訳補正であります。

３目 畜産業費、次ページにわたり、2,326万円の減。説明欄記載の事業について、

事業費確定に伴う増減であります。

５目 農地費、437万1,000円の減。説明欄記載の事業について、事業費確定に伴う

増減であります。

６目 牧野管理費、次ページにわたり、509万4,000円の減。主に臨時職員賃金の減

のほか執行見込みによる増減であります。

７目 農業施設費、7,000円の減。８目 農業水道費、次ページにわたり、34万6,000

円の減。９目 堆肥センター費、22万6,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、執

行見込みによる増減及び財源内訳補正であります。

２項 林業費、１目 林業総務費、次ページにわたり、29万3,000円の減。それぞれ

説明欄記載のとおり、執行見込みによる増減であります。

２目 林業振興費、281万3,000円の減。３目 造林事業費、11万円の減。それぞれ説

明欄記載のとおり、事業費確定による減であります。

４目 林業施設費、次ページにわたり、1万円の増。執行見込みによる増減でありま

す。

５目 特用林産振興費、231万2,000円の減。主に臨時職員賃金及び菌床製造原材料

費の減のほか、執行見込みによる増減であります。

２項 水産業費、１目 水産業総務費、21万7,000円の減。２目 水産振興費、次ペー

ジにわたり、994万9,000円の減。主に厚岸漁港若竹第２埠頭休憩施設建築工事費の事

業費確定による減であります。

次ページ、３目 漁港管理費、426万4,000円の減。５目 養殖事業費、次ページにわ

たり、192万1,000円の減。６目 水産施設費、次ページにわたり、19万3,000円の減。

それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込み、事業費確定による増減であります。

６款・１項 商工費、１目 商工総務費、6万5,000円の減。次ページ、２目 商工振

興費、720万6,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みによる増減であ

ります。

３目 食文化振興費、次ページにわたり、61万7,000円の減。主に味覚ターミナル・

コンキリエの施設修繕料の減のほか、執行見込みによる増減であります。

４目 観光振興費、次ページにわたり、11万5,000円の減。５目 観光施設費、65万3,

000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みによる増減であります。

７款 土木費、１項 土木管理費、１目 土木総務費、次ページにわたり、1万3,000

円の減。２目 土木車両管理費、41万3,000円の増。３目 土木用地費、10万6,000円の

減。４目 地籍調査費、9万9,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込み

による増減であります。

２項 道路橋梁費、１目 道路橋梁維持費、422万4,000円の減。それぞれ説明欄記載

のとおり、執行見込みによる増減及び財源内訳補正であります。
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２目 道路新設改良費、133ページにわたり、379万7,000円の減。それぞれ説明欄記

載のとおり、事業費確定に伴う増減であります。

３目 除雪対策費、341万2,000円の増。説明欄記載のとおり、執行見込みによる増

であります。

３項 河川費、１目 河川総務費、137ページにわたり、103万円の減。それぞれ説明

欄記載のとおり、執行見込みに伴う増減であります。

４項 都市計画費、１目 都市計画総務費、9万7,000円の減。執行見込みによる減で

あります。

３目 下水道費、934万5,000円の減。下水道事業特別会計の収支調整による減であ

ります。

５項 公園費、１目 公園管理費、次ページにわたり、14万3,000円の減。執行見込

みによる増減であります。

６項 住宅費、１目 建築総務費、140万円の減。２目 住宅管理費、143ページにわ

たり、81万3,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みによる増減及び

財源内訳補正であります。

３目 住宅建設費、1,546万7,000円の減。主に松葉まちなか団地の建設費の確定に

よる減であります。

８款・１項 消防費、１目 常備消防費、27万1,000円の減。執行見込みによる増減

であります。

２目 災害対策費、147ページにわたり、3,863万2,000円の減。主に津波避難階段整

備事業1,655万6,000円の減、防災行政無線整備事業（デジタル化）1,203万7,000円の

事業費確定による減であります。その他は、それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込

み、事業費確定に伴う増減であります。

３目 消防施設費、6万5,000円の増。執行見込みによる増減であります。

９款 教育費、１項 教育総務費、１目 教育委員会費、次ページにわたり、3,000円

の増。２目 事務局費、42万7,000円の減。執行見込みによる増減であります。

３目 教育振興費、153ページにわたり、1億39万7,000円の増。主に校内通信ネット

ワーク整備事業1億245万9,000円の新規計上で、全児童生徒への学習用可動式コンピ

ューター導入に向けた無線ＬＡＮの環境整備費用の補正計上であります。財源につい

ては、教育費国庫補助金が4,930万3,000円、教育債が4,930万、残りの385万6,000円

が一般財源の補正計上であります。なお、この事業につきましては、次年度へ繰越し、

執行する予定であります。

４目 教員住宅費、208万6,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込み、

事業費確定に伴う増減及び財源内訳補正であります。

５目 就学奨励費、次ページにわたり、8,000円の減。６目 スクールバス管理費、6

8万5,000円の増。主にスクールバス運行に係る委託料の増であります。

２項 小学校費、１目 学校運営費、次ページにわたり、120万3,000円の増。各小学

校の執行見込みによる増減であります。



- 9 -

２目 学校管理費、933万9,000円の減。主に学校情報通信教育事業の委託料886万4,

000円の減で、説明欄記載のとおり、執行見込み、事業費確定に伴う増減であります。

３目 教育振興費、次ページにわたり、263万4,000円の減。執行見込みによる増減

であります。

３項 中学校費、１目 学校運営費、19万円の増。各中学校の執行見込みによる増減

であります。

次ページ、２目 学校管理費、206万3,000円の減。３目 教育振興費、次ページにわ

たり、138万9,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みによる増減であ

ります。

５項 社会教育費、１目 社会教育総務費、146万3,000円の減。それぞれ説明欄記載

のとおり、執行見込みによる増減であります。

次ページ、２目 生涯学習推進費、6万8,000円の減。３目 公民館運営費、6万6,000

円の減。次ページ、４目 文化財保護費、16万8,000円の減。５目 博物館運営費、次

ページにわたり、6万2,000円の増。６目 情報館運営費、次ページにわたり、119万円

の増。それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みによる増減であります。

６項 保健体育費、１目 保健体育総務費、次ページにわたり、67万5,000円の減。

２目 社会体育費、次ページにわたり、207万9,000円の増。３目 温水プール運営費、

次ページにわたり、145万6,000円の減。４目 学校給食費 次ページにわたり、285万

5,000円の減。それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込み、事業費確定に伴う増減で

あります。

11款・１項 公債費、１目 元金、補正額ゼロ 財源内訳補正であります。

12款・１項・１目 給与費、3万7,000円の増。執行見込みによる増減であります。

以上で、歳出の説明を終わります。

１ページへお戻り願います。

第２条 継続費の補正であります。継続費の変更は、「第２表 継続費補正」による。

６ページをお開き願います。第２表 継続費の補正であります。仮称・湖北地区保

育所建設事業について、令和２年度に継続して執行するため、総額11億1,545万3,000

円の継続費を補正するものであります。次ページに調書がありますので、ご参照願い

ます。

１ページへお戻り願います。

第３条 繰越明許費の補正であります。繰越明許費の追加及び変更は、「第３表 繰

越明許費補正」による。

８ページをお開き願います。第３表 繰越明許費の補正であります。上段の表が追

加事業の２件で、カキ種苗センター整備事業185万9,000円、校内通信ネットワーク整

備事業1億245万9,000円とするものです。また、下段の表が変更事業の３件で、補正

後の金額を記載のとおり変更するものであります。
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１ページへお戻り願います。

第４条 債務負担行為の補正であります。債務負担行為の変更は、「第４表 債務負

担行為補正」による。

９ページをお開き願います。第４表 債務負担行為補正 変更であります。すでに

債務負担行為を設定しております３件の事項について期間及び限度額を記載のとおり

変更するものであります。次ページに調書がありますので、ご参照願います。

１ページへお戻り願います。

第５条 地方債の補正であります。地方債の追加及び変更は、「第５表 地方債補正」

による。

11ページをお開き願います。第５表 地方債補正であります。上段の表が追加事業

の１件で学校教育施設等整備事業の起債の限度額を4,930万円とし、起債の方法、利

率、償還の方法については、記載のとおりとするものです。下段の表が変更事業の７

件で、公営住宅建設事業520万円の増、緊急防災・減災事業2億460万円の減、公共施

設等適正管理推進事業860万円の減、辺地対策事業240万円の減、過疎対策事業8,830

万円の増、草地開発事業570万円の減、公有林整備事業530万円の減、それぞれ起債の

方法、利率、償還の方法については変更ありません。

12ページをご覧ください。

地方債に関する調書補正であります。表の下段、合計欄、平成30年度末現在高95億

147万2,000円、補正後の令和元年度中起債見込額31億1,950万円、令和元年度中元金

償還見込額9億8,361万円、補正後の令和元年度末現在高見込額は116億3,736万2,000

円となるものであります。

以上で、議案第11号の説明を終わります。



議案第12号 令和元年度厚岸町国民健康保険特別会計

補正予算（３回目）提案理由説明書
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議案第12号 令和元年度厚岸町国民健康保険特別会計補正予算（３回目）でありま

す。

令和元年度 厚岸町の国民健康保険特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条 第１項、歳入歳出予算の補正、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ、

5,627万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、13億8,117万9,0

00円とする。

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

次ページをお開きください。２ページから３ページまで、第１表 歳入歳出予算補

正であります。

歳入では、６款、７項、次ページ、歳出では、５款、12項にわたり、それぞれ5,62

7万8,000円の減額補正であります。

事項別により、ご説明させていただきます。

６ページを、お開き願います。歳入であります。

１款・１項 国民健康保険税、１目 一般被保険者国民健康保険税、624万8,000円の

減。２目 退職被保険者等国民健康保険税、49万7,000円の減。それぞれ12月までの調

定及び徴収実績をもとにした見込みによる補正であります。

３款 国庫支出金、１項 国庫補助金、１目・１節 国民健康保険制度関係業務事業

費補助金、39万4,000円の増。説明欄記載のとおり、執行見込みによる増減でありま

す。

４款 道支出金、１項 道補助金、１目・１節 保険給付費等交付金、5,201万3,000

円の減。普通交付金の減は、保険給付費の減額によるもので、特別交付金の増は、個

別事業費の増額によるものであります。

５款 財産収入、１項 財産運用収入、１目・１節 利子及び配当金、3,000円の増。

基金利子であります。

６款 繰入金、次ページにわたり、１項・１目・１節 一般会計繰入金、79万5,000

円の減。会計収支の調整による減であります。

２項 基金繰入金、１目・１節 国民健康保険財政調整基金繰入金、263万3,000円の

増、新規計上。８款 諸収入、３項 雑入、１目 一般被保険者第三者納付金、１節 賠

償金、49万9,000円の減。３目 一般被保険者返納金、１節 返納金、74万4,000円の増。

それぞれ執行見込による増減であります。

以上で、歳入の説明を終わります。

10ページを、お開き願います。歳出であります。
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１款 総務費、１項 総務管理費、１目 一般管理費、20万6,000円の増。２項 徴税

費、１目 賦課徴収費、6万2,000円の増。３項・１目 運営協議会費、次ページにわた

り、14万3,000円の減。５項・１目 特別対策事業費、22万5,000円の減。それぞれ説

明欄記載のとおり、執行見込みによる増減であります。

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、3,540万1,000

円の減。２目 退職被保険者等療養給付費、800万円の減。５目 審査支払手数料、6万

5,000円の減。それぞれ執行見込による減であります。

２項 高額療養費、１目 一般被保険者 高額療養費、次ページにわたり、622万円

の減。２目 退職被保険者等高額療養費、400万円の減。３目 一般被保険者高額介護

合算療養費、7万7,000円の減。４目 退職被保険者等高額介護合算療養費、5万円の減。

それぞれ執行見込みによる減であります。

３項 移送費、１目 一般被保険者 移送費、2万1,000円の増。４項 出産育児諸費、

１目 出産育児一時金、次ページにわたり、126万1,000円の減。それぞれ執行見込み

による増減であります。

３款・１項・１目 国民健康保険事業費納付金、補正額ゼロ。財源内訳補正であり

ます。

６款 保健事業費、１項・１目 特定健康診査等事業費、115万5,000円の減。主に特

定健康診査に係る委託料の減であります。

２項 保健事業費、１目 保健衛生普及費、次ページにわたり、2万7,000円の増。主

に予防接種委託料の増であります。

７款・１項 基金積立金、１目 国民健康保険財政調整基金積立金、3,000円の増。

基金利子の積立金であります。

以上で、議案第12号の説明を終わります。



議案第13号 令和元年度厚岸町簡易水道事業特別会計

補正予算（２回目）提案理由説明書
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議案第13号 令和元年度厚岸町簡易水道事業特別会計補正予算（２回目）でありま

す。

令和元年度 厚岸町の簡易水道事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条、第１項、歳入歳出予算の補正、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、

8万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、1億257万円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

次ページをお開きください。２ページから３ページまで、第１表 歳入歳出予算補

正であります。

歳入では、３款、４項、次ページ、歳出では、２款、２項にわたり、それぞれ、8

万7,000円の増額補正であります。

事項別により、ご説明させていただきます。

６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、１節 計量使用料、148

万5,000円の増。２項 手数料、１目 水道手数料、１節 給水工事手数料、2万6,000円

の増。それぞれ収入見込みによる増であります。

４款 道支出金、１項 道補助金、１目 水道費道補助金、１節 水道事業費補助金、

1万円の増。地域づくり総合交付金の増であります。

５款 繰入金、１項・１目・１節 一般会計繰入金、143万4,000円の減。会計収支の

調整による減であります。

以上で、歳入の説明を終わります。

８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、4万3,000円の増。職員人件費

の増であります。

２款 水道費、１項・１目 水道事業費、4万4,000円の増。それぞれ説明欄記載の

とおり執行見込み、事業費確定による増減及び財源内訳補正であります。

以上で、議案第13号の説明を終わります。



議案第14号 令和元年度厚岸町下水道事業特別会計

補正予算（２回目）提案理由説明書
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議案第14号 令和元年度厚岸町下水道事業特別会計補正予算（２回目）であります。

令和元年度 厚岸町の下水道事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条 第１項、歳入歳出予算の補正、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ、

150万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、5億5,961万6,000

円とする。

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

次ページお開きください。２ページから３ページまで、第１表 歳入歳出予算補正

であります。

歳入では、３款、３項、次ページ、歳出では、３款、４項にわたり、それぞれ150

万8,000円の減額補正であります。

事項別により、説明させていただきます。

10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・１節 下水道使用料、83万7,000円の

増。収入見込みによる増額であります。

５款 繰入金、１項・１目・１節 一般会計繰入金、934万5,000円の減。会計収支の

調整による減であります。

７款・１項 町債、１目 下水道債、１節 下水道事業債、700万円の増。事業債の増

であります。

以上で、歳入の説明を終わります。

12ページを、お開き願います。歳出であります。

１款 下水道費、１項 下水道管理費、１目 一般管理費、1,000円の増。それぞれ執

行見込みによる増減であります。

２目 管渠管理費、16万3,000円の増。主に光熱水費の増であります。

３目 処理場管理費、24万9,000円の減。４目 普及促進費、次ページにわたり、17

万7,000円の減。それぞれ執行見込みによる増減であります。

２項 下水道事業費、１目 公共下水道事業費、122万6,000円の減。それぞれ執行見

込み、事業費確定による増減であります。

２款 諸支出金、１項 償還金及び還付金、１目 下水道使用料還付金、2万円の減。

執行見込みによる減であります。

次ページ、３款・１項 公債費、１目 元金、補正額ゼロ、財源内訳補正であります。

以上で、歳出の説明を終わります。

１ページへお戻り願います。
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第２条 債務負担行為の補正であります。債務負担行為の変更は、「第２表 債務負

担行為補正」による。

４ページをお開き願います。第２表 債務負担行為補正、変更であります。すでに

債務負担行為を設定しております２件の事項について期間及び限度額を記載のとおり

変更するものであります。５ページに調書補正がありますので、ご参照願います。

１ページへお戻り願います。

第３条 地方債の補正であります。地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。

６ページをお開きください。地方債補正 変更であります。公共下水道事業700万

円の増で、起債の方法、利率、償還の方法については変更ありません。

７ページをご覧ください。地方債に関する調書補正であります。表の下段、合計欄、

平成30年度末現在高35億589万8,000円、令和元年度中起債見込額6,140万円、令和元

年度中元金償還見込み額3億1,171万1,000円、補正後の令和元年度末現在高見込額は3

2億5,558万7,000円となるものであります。

以上で、議案第14号の説明を終わります。



議案第15号 令和元年度厚岸町介護保険特別会計

補正予算（３回目）提案理由説明書
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議案第15号 令和元年度厚岸町介護保険特別会計補正予算（３回目）であります。

令和元年度 厚岸町の介護保険特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条、第１項 歳入歳出予算の補正であります。歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ、2,098万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、10

億8,643万5,000円とする。

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

２ページから３ページまで、第１表 歳入歳出予算補正であります。

歳入では、７款11項、次ページ、歳出では、４款10項にわたり、それぞれ2,098万1,

000円の減額補正であります。

事項別により、ご説明させていただきます。

６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、214万9,000円

の減。収入見込みによる減であります。

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、１節

居宅支援サービス計画費収入87万5,000円の減。３項 介護予防・日常生活支援 総合

事業費収入、１目・１節 介護予防ケアマネジメント事業費収入、19万2,000円の減。

３款 分担金及び負担金、１項 負担金、１目・１節 地域支援事業負担金、7万8,00

0円の減。

４款 国庫支出金、１項 国庫負担金、１目・１節 介護給付費負担金、279万5,000

円の減。２項 国庫補助金、１目・１節 財政調整交付金、127万1,000円の減。７目

地域支援事業交付金、１節 介護予防・日常生活支援総合事業交付金、50万2,000円の

増。２節 その他地域支援事業交付金、8万3,000円の増。３節 社会保障充実事業交付

金、14万6,000円の増。

５款・１項 支払基金交付金、１目・１節 介護給付費交付金、382万2,000円の減。

２目・１節 地域支援事業 支援交付金、54万2,000円の増。それぞれ利用状況、執行

見込みに応じた増減であります。

次ページ、６款 道支出金、１項 道負担金、１目 介護給付費負担金、１節 介護給

付負担金、180万5,000円の減。負担金確定に伴う減であります。

２項 道補助金、３目 地域支援事業交付金、１節 介護予防・日常生活支援 総合

事業交付金、25万1,000円の増。２節 その他 地域支援事業交付金、4万2,000円の増。

３節 社会保障充実事業交付金、7万3,000円の増。それぞれ利用状況、執行見込みに

よる増であります。

８款 繰入金、１項・１目・１節 一般会計繰入金、1,110万6,000円の減。会計収支

の調整による減であります。

２項 基金繰入金、１目・１節 介護給付費準備基金繰入金、147万3,000円の増。基
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金からの繰入金の増であります。

以上で、歳入の説明を終わります。

10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、2万4,000円の増。２項 徴収費、

１目 賦課徴収費、3万円の減。３項・１目 介護認定審査会費、42万1,000円の減。２

目 認定調査等費、次ページにわたり、10万4,000円の減。それぞれ説明欄記載のとお

り、執行見込みによる増減であります。

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、510

万円の減。２目 施設介護サービス給付費、462万6,000円の減。３目 居宅介護福祉用

具購入費、98万3,000円の減。４目 居宅介護住宅改修費、次ページにわたり、96万6,

000円の減。５目 居宅介護サービス計画費、557万6,000円の減。６目 審査支払手数

料、13万1,000円の減。それぞれ執行見込みによる増減であります。

２項・１目 高額介護サービス費、227万4,000円の増。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、94万8,000円の増。それぞれ保険給付費等

の執行見込みによる増であります。

４款 地域支援事業費、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、次ページにわたり、33万2,000円の減。２目 任意事業費、109万7,000円の

減。３目 在宅医療・介護連携推進事業費、次ページにわたり、4万6,000円の減。４

目 生活支援体制整備事業費、8万3,000円の減。５目 認知症総合支援事業費、4万2,0

00円の増。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、45

2万7,000円の減。次ページにわたり、４項・１目 一般介護予防事業費、10万1,000円

の減。それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みによる増減であります。

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、14万6,

000円の減。説明欄記載のとおり、執行見込みによる増減であります。

以上で、議案第15号の説明を終わります。



議案第16号 令和元年度厚岸町後期高齢者医療特別会計

補正予算（３回目）提案理由説明書
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議案第16号 令和元年度厚岸町後期高齢者医療特別会計補正予算（３回目）であり

ます。

令和元年度 厚岸町の後期高齢者医療特別会計補正予算は、次に定めるところによ

る。

第１条、第１項 歳入歳出予算の補正、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、1

56万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、1億4,318万1,000円とす

る。

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

２ページから３ページまで、第１表 歳入歳出予算補正であります。

歳入では、２款２項、次ページ、歳出では、２款３項にわたって、それぞれ156万

円の増額補正であります。

事項別により、ご説明させていただきます。

６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、658万9,000円の減。２

目 普通徴収保険料、821万2,000円の増。それぞれ収入見込みによる増減であります。

３款 繰入金、１項・１目・１節 一般会計繰入金、6万3,000円の減。会計収支の調

整による減であります。

以上で、歳入の説明を終わります。

８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、4万3,000円の減。２項・１目

徴収費、2万円の減。それぞれ執行見込みによる減であります。

２款・１項・１目 後期高齢者医療広域連合納付金、162万3,000円の増。広域連合

への負担金の増であります。

以上で、議案第16号の説明を終わります。



議案第17号 令和元年度厚岸町介護老人保健施設事業特別会計

補正予算（２回目）提案理由説明書
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議案第17号 令和元年度厚岸町介護老人保健施設事業特別会計補正予算（２回目）

であります。

令和元年度 厚岸町の介護老人保健施設事業 特別会計補正予算は、次に定めると

ころによる。

第１条、第１項、歳入歳出予算の補正、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、

19万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、8,193万円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

２ページから３ページまで、第１表 歳入歳出予算補正であります。

歳入では、４款、５項、次ページ、歳出では、２款、２項にわたって、それぞれ、

19万8,000円の増額補正であります。

事項別により、ご説明させていただきます。

６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・１節 施設介護サービス費収入、

258万6,000円の減。２項・１目・１節 自己負担金収入、140万円の増。それぞれ施設

利用の状況による増減であります。

５款 財産収入、１項 財産運用収入、１目・１節 利子及び配当金、2,000円、新規

計上。基金利子であります。

７款・１項・１目 繰越金、１節 前年度繰越金、138万1,000円の増。平成30年度の

決算剰余金、全額の計上であります。

８款 諸収入、１項・１目・１節 雑入、1,000円の増。執行見込みによる増であり

ます。

以上で、歳入の説明を終わります。

８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、

19万3,000円の増。それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込みによる増減であります。

２款・１項 基金積立金、１目 介護老人保健施設基金積立金、5,000円、新規計上。

基金利子の積立金であります。

以上で、議案第17号の説明を終わります。



議案第１８号 令和元年度厚岸町水道事業会計補正予算

提案理由説明書
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議案第18号 令和元年度厚岸町水道事業会計補正予算（２回目）の内容について。

１ページ、第１条 総則、令和元年度厚岸町水道事業会計の補正予算は次に定める

ところによる。

第２条 業務の予定量の補正であります。

年間総配水量は、4,506立方メートル増の、126万4,069立方メートル、１日平均給

水量は、３立方メートル増の3,454立方メートルとするものであります。主な建設改

良事業について、メーター設備事業を、74万4,000円増額し、6,145万4,000円とする

ものであります。

第３条 収益的収入及び支出の補正であります。

収入、１款 水道事業収益を52万4,000円増額し、2億9,876万4,000円とするもので、

１項 営業収益は、50万5,000円の増。２項 営業外収益は、1万9,000円の増でありま

す。

支出、１款 水道事業費用を352万1,000円増額し、2億7,684万3,000円とするもの

で、１項 営業費用は379万4,000円の増。２項 営業外費用は、27万3,000円の減であ

ります。

第４条 資本的収入及び支出の補正であります。

収入、１款 資本的収入を240万円減額し、3,814万6,000円とするもので、１項

企業債が、同額の240万円の減であります。

２ページに渡り、支出、１款 資本的支出を70万2,000円増額し、2億983万9,000円

とするもので、１項 建設改良費が同額の70万2,000円の増であります。

ここで、１ページへ戻ります。第４条の括弧書きです。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額、1億7,169万3,000円について、過

年度分損益勘定留保資金1,042万円、当年度分損益勘定留保資金1億722万3,000円、

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,172万1,000円、減債積立金592万

9,000円及び建設改良積立金3,640万円で補填するものであります。

収益的収入及び支出の内容並びに資本的収入及び支出の内容につきましては、補

正予算説明書によります。

６ページ、はじめに収益的収入であります。

１款 水道事業収益、１項 営業収益、１目 給水収益は46万円の増で、家事用で25

3万1,000円の増、業務用で246万7,000円の減など各用途での収入見込みによる調整

増減。２目 受託工事収益は、4万5,000円の増で、給水装置工事件数の増加による手

数料の増であります。２項 営業外収益、１目 受取利息及び配当金は、1万9,000円

の増で、他会計への短期貸付けに伴う、利息の増によるものでございます。

次に、収益的支出であります。

１款 水道事業費用、１項 営業費用、１目 原水及び浄水費は、204万1,000円の減、

動力費が、17万円の増で、使用見込みと電力単価を勘案したことによる増。薬品費

は、217万8,000円の減で、これまでの使用実績と融雪期に必要な水処理薬品の使用

を見込んだ減のほか、各節執行見込みによる調整増減であります。２目 配水及び給

水費は、621万3,000円の増で、修繕費が、408万1,000円増で、配水管漏水修理の増、
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材料費は小島配水管の破損により復旧に必要な材料の購入増によるもののほか、個

別漏水調査執行による増であります。７ページに渡り、４目 総係費は、37万8,000

円の減で、職員の会計間異動などによる人件費関係費用の増減と、各節、執行見込

みによる減であります。２項 営業外費用、２目 消費税及び地方消費税は、67万6,0

00円の減で、給水収益や建設改良工事費の予定額の確定に伴い見込まれる納付額の

減。３目 雑支出は、１件の不納欠損処理に伴う40万3,000円の増で、未納水道料金

に関する本人からの消滅時効の援用の申し出から、消滅時効が完成したことによる

ものでございます。

８ページ、資本的収入。

１款 資本的収入、１項・１目 企業債は240万円の減で、事業の執行内容確定によ

る減であります。

次に、資本的支出であります。

１款 資本的支出、１項・２目 総係費は4万2,000円の減で、旅費の執行確定によ

る減であります。３目 メーター設備費は74万4,000円の増で、新設メーター及び検

満メーターの設置実績による増減であります。

２ページへ戻ります。第５条 企業債の補正であります。企業債の予定額を240万

円減額し3,660万円とするもので、起債の方法、利率、償還の方法については、変更

ございません。

第６条 議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正であります。

職員給与費を6万5,000円減額し、2,299万4,000円とするものであります。

第７条 たな卸資産購入限度額の補正であります。たな卸資産の購入限度額、1,80

7万円を、たな卸資産である水処理薬品の使用見込の減などに伴い、1,708万1,000円

に改めるものであります。

３ページと４ページは、補正予算実施計画、５ページは、補正予定キャッシュフ

ロー計算書、飛んで９ページと10ページは予定貸借対照表、11ページと12ページは

財務諸表の作成に当たり、会計処理の基準などを記載した注記であります。いずれ

も記載のとおりでありますので、説明は省略させていただきます。

以上が、令和元年度厚岸町水道事業会計補正予算、２回目の内容であります。

ご審議のうえ、ご承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。



議案第１９号 令和元年度厚岸町病院事業会計補正予算

提案理由説明書
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議案第19号 令和元年度厚岸町病院事業会計補正予算、２回目について、その内容

をご説明いたします。

議案書、１ページをお開き願います。

第１条 総則、令和元年度厚岸町病院事業会計の補正予算は、次に定めるところに

よる。

第２条 業務の予定量の補正であります。(2) 患者数について、年間延べ患者数で

は、4,970人の減で、5万2,722人とするもので、内訳として、入院患者では、1,098人

減の1万614人に、外来患者では、3,872人減の4万2,108人とするものであります。１

日平均患者数では、19人減の203人、内訳として、入院患者では、３人減の29人に、

外来患者では、16人減の174人とするものであります。(3) 主な建設改良事業では、

医療器械整備事業について、117万8,000円を減額し、2,913万7,000円とするものであ

ります。

第３条 収益的収入及び支出の補正並びに第４条 資本的収入及び支出の補正の内容

は、補正予算説明書で行います。

６ページをお開きください。はじめに、収益的収入であります。

１款 病院事業収益、4,783万円の増。１項 医業収益、7,339万4,000円の減。内訳

として、１目 入院収益では、2,635万2,000円の減。２目 外来収益では、3,673万6,0

00円の減で、ともに患者数の減少による減額補正であります。３目 その他医業収益

では、95万2,000円の減で、主に、２節 公衆衛生活動収益では、予防接種料の減とし

て、212万円の減、３節 その他医業収益では、訪問リハビリテーション収入の増によ

り、90万1,000円の増であります。４目 負担金では、935万4,000円の減、一般会計負

担金の減であります。

２項 医業外収益、1億2,122万4,000円の増。２目 患者外給食収益では、58万7,000

円の減。３目 長期前受金戻入では、55万9,000円の増。４目 その他医業外収益では、

43万5,000円の減で、内訳は、それぞれ説明欄記載のとおりであります。５目 他会計

補助金では、235万5,000円の減。６目 他会計負担金では、1億2,253万7,000円の増で、

主に、不採算地区病院運営費補助分が増で、その他は、それぞれ説明欄記載のとおり

であります。７目 負担金交付金では、150万5,000円の増で、介護老人保健施設事業

の運営管理に係る共通経費負担金の増であります。

７ページ、収益的支出であります。

１款 病院事業費用、1,805万1,000円の減。１項 医業費用、1,913万9,000円の減。

１目 給与費では、1,248万4,000円の減で、内訳として、１節 給料では、342万3,000

円の減、２節 職員手当等では、87万4,000円の減、３節 法定福利費では、120万7,00

0円の減で、それぞれ執行見込みによる増減であります。４節 退職給付費では、1,58

1万2,000円の減で、医療技術職員において勤務延長したことによる減額補正でありま

す。５節 賞与引当金繰入額では、728万円の増、６節 賃金では、165万1,000円の増、

７節 報酬では、9万9,000円の減で、それぞれ執行見込みによる増減であります。２

目 材料費では、984万9,000円の減で、主に１節 薬品費では、524万円の減、２節 診
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療材料費では、368万9,000円の減、３節 給食材料費では、85万9,000円の減で、患者

数の減による減額であります。３目 経費では、373万円の増で、主に、10節 手数料

では、135万7,000円の増で、各種検査手数料の増、８ページ、16節 委託料では、118

万2,000円の増で、主に、臨床検査委託料及び夜間受付等業務委託料の増のほか、そ

れぞれ説明欄記載の内容について、事業費確定及び執行見込みによる増減であります。

５目 資産減耗費では、67万6,000円の増。６目 研究研修費では、121万2,000円の減

で、それぞれ事業費確定及び執行見込みによる増減であります。

９ページ、２項 医業外費用、108万8,000円の増。１目 支払利息及び企業債取扱諸

費では、3,000円の増。２目 医療技術員確保対策費では、26万5,000円の増。３目 雑

損費では、82万円の増で、それぞれ事業費確定及び執行見込みによる増減であります。

以上が、収益的収入及び支出の補正内容であります。

続いて、資本的収入及び支出であります。

はじめに、資本的収入では、１款 資本的収入、２項 補助金、21万1,000円の増。

１目 他会計補助金、１節 一般会計補助金では、71万1,000円の増。２目 国庫補助金、

１節 特定防衛施設周辺整備補助金では、50万円の減で、それぞれ事業費確定に伴う

増減であります。

次に、資本的支出であります。

１款 資本的支出、１項 建設改良費、１目 固定資産購入費、１節 器械備品購入費

では、117万8,000円の減で、事業費確定に伴う減であります。

以上が、資本的収入及び支出の補正内容であります。

ふたたび、２ページにお戻りください。

第５条 議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正であります。

職員給与費を1,248万4,000円減額し、7億3,886万3,000円とするものであります。

第６条 他会計からの補助金の補正であります。それぞれ記載の内容について、合

計で、1億1,153万9,000円を増額し、補助金の総額を5億6,861万8,000円とするもので、

前年度との比較では、1,681万5,000円の減であります。

３ページから４ページは、補正予算実施計画、５ページは、補正予定キャッシュ・

フロー計算書、10ページから12ページまでは、予定貸借対照表であります。内容につ

きましては、記載のとおりでありますので、説明を省略させていただきます。

以上で、議案第19号 令和元年度厚岸町病院事業会計補正予算の提案説明とさせて

いただきます。ご審議の上、ご承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。


