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厚岸町議会 第１回定例会

令和３年３月８日

午前10時00分開会

●議長（堀議員） ただいまから、令和３年厚岸町議会第１回定例会を開会いたします。

●議長（堀議員） 直ちに、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

●議長（堀議員） 日程に先立ち、表彰の伝達を行います。

去る２月９日開催されました全国町村議会議長会定例総会において、佐藤議員が町村

議会議員として在籍15年以上の自治功労者表彰を受賞されました。

したがいまして、厚岸町議会会議運用内規93の規定に基づき、表彰の伝達を行いま

す。

佐藤議員は演壇前までお進みください。

●議長（堀議員） 表彰状。

北海道厚岸町、佐藤淳一殿。

あなたは町村議会議員として多年にわたり、地域の振興発展に寄与なされた。この功

績は誠に顕著であります。よって、個々にこれを表彰します。

令和３年２月８日、全国町村議会議長会、会長、松尾文則。

●議長（堀議員） 以上で、表彰の伝達を終わります。

●議長（堀議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、厚岸町議会会議規則第118条の規定により、２番、石澤委

員、３番、室﨑議員を指名いたします。

●議長（堀議員） 日程第２、議会運営委員会報告を議題といたします。

委員長の報告を求めます。

６番、佐藤委員長。

●佐藤委員長 議会運営委員会報告を申し上げます。

３月５日午前９時55分から第１回議会運営委員会を開催し、令和３年第１回定例会の

議事運営について協議をいたしましたので、その内容についてご報告申し上げます。

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

ます。

議会からの提出案件は、会期の決定、決議案第１号 「気候非常事態宣言に関する決
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議」、陳情第１号 「新築住宅に対する支援助成事業の継続及び助成額の拡大に関する

陳情書」、意見書案第１号 「核兵器禁止条約の批准を求める意見書」、２常任委員会

及び議会運営委員会から閉会中の継続調査申出書で、いずれも本会議で審議することに

決定をいたしました。

次に、町長提出の議案等についてであります。

町長による町政執行方針と教育長による教育行政執行方針がございます。報告第１号

から報告第３号は専決処分事項の報告３件で、いずれも本会議で審査することに決定を

いたしました。

議案第１号から議案第９号は令和３年度各会計予算９件であります。審議方法は議長

を除く11人の委員をもって構成する令和３年度各会計予算審査特別委員会を設置し、こ

れに付託し、会期中に審査を行うことに決定をいたしました。

議案第10号から議案第18号は令和２年度各会計補正予算９件であります。審議方法は

議長を除く11人の委員をもって構成する令和２年度各会計補正予算審査特別委員会を設

置し、これに付託し、会期中に審査を行うことに決定をいたしました。

議案第19号から議案第25号は一般議案７件、議案第26号から議案第36号は条例の一部

改正11件でで、いずれも本会議で審議することに決定をいたしました。

一般質問は、６人であります。

本定例会の会期は、本日３月８日から19日までの12日間とし、13日と14日は休会とい

たします。

以上、議会運営委員会報告といたします。

●議長（堀議員） 委員長に対する質疑を省略し、以上で報告を終わります。

●議長（堀議員） 日程第３、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。

本定例会の会期は、ただいまの議会運営委員会報告にありましたとおり、本日から19

日までの12日間とし、13日と14日は休会にしたいと思いますが、これにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本定例会の会期は、本日から19日までの12日間とし、13日と14日は休会とす

ることに決定いたしました。

なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付の予定表のとおりでありま

す。

●議長（堀議員） 日程第４、諸般報告を行います。

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

であります。
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次に、令和２年12月９日開会の第４回定例会から本日までの議会の動向は、おおむね

別紙報告書のとおりであります。

また、今般、釧路東部消防組合議会及び釧路広域連合議会の報告書が提出されており

ます。関係資料は、別途、議員控室に備えておりますので、閲覧の上、参考に供してく

ださい。

以上、諸般報告といたします。

●議長（堀議員） 日程第５、例月出納検査報告を行います。

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

供していただきたいと思います。

以上で、例月出納検査報告を終わります。

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

一括議題といたします。

はじめに、町長に町政執行方針の説明を求めます。

町長。

●町長（若狹町長） おはようございます。

令和３年度厚岸町議会第１回定例会の開会に当たり、町政執行に関する私の初心を申

し上げます。

私は、地方分権一括法が施行されて、その翌年に町長に就任しました。中央から地方

の時代へ。国は何をしてくれるかではなく、私たちは何をなすべきか、自らの発想でど

うまちづくりを進めるか、地方の力が問われる時代になったことを意識しながら「町民

一人ひとりの幸せと厚岸町の発展」を願い、その職務に全身全霊を傾けてまいりまし

た。

今、新型コロナウイルス感染症が世界的に大流行する中、人々の生活様式は大きく変

容し、経済活動の制約など、私たちは、未だかつて誰も経験したことがない時代の真っ

ただ中にいます。町民の命と暮らしを守ることは、町長に課せられた最大の責務であり

ます。

先行き不透明な状況の今だからこそ、変化を恐れずに挑戦することで、あらゆる面に

おいて飛躍的な発展を遂げ、その先の新たな時代を創造する契機と捉えることもできま

す。

このような中、私の町長５期目の任期も残すところ４カ月余りとなりました。より一

層身の引き締まる思いであると同時に、私は町民にはどんな困難があろうとも見事にそ

れを克服し、新たな発展を成し遂げることができるその力があると確信しています。

次に、町政に臨む基本姿勢について申し上げます。

本年度は、令和２年度にスタートを切った「第６期厚岸町総合計画」とＳＤＧｓを指

針として「誰一人取り残さない」との視点で施策に取り組み、新型コロナウイルスの感

染防止と経済活性化の両立を図りながら、「人口減少対策」「観光振興」「産業振興」

の３点を重点施策として推進し、『みんなの“あっけし”新時代の創造に向かって』全



- 8 -

力を尽くしてまいります。

特に、長年の悲願であった厚岸道立自然公園の国定公園化である「厚岸霧多布昆布森

国定公園」の誕生を契機に、思い描いていた観光振興や地域振興などの「明るい展望」

を確実に実現させるため、必要な施策をスピード感を持って積極的に展開するととも

に、北海道横断自動車道根室線「尾幌糸魚沢道路」の早期完成に向けて国へ強く要請し

てまいります。

また、令和５年度に天皇皇居両陛下のご臨席を仰ぎ、厚岸町で開催される第42回「全

国豊かな海づくり大会」に向けて、北海道や厚岸漁業協同組合などと連携しながら準備

を進めてまいります。

さらに、本年は、北海道日本ハムファイターズの企画である「北海道179市町村応援

大使」2021に厚岸町が選定されたことを契機に、町民の皆さんにとっても楽しみなイベ

ントを開催するほか、厚岸町応援大使に就任した清水優心選手、石井一成選手、ブライ

アン・ロドリゲス選手と共に、厚岸の魅力や特産品を札幌ドームでＰＲするなど、交流

人口や関係人口の創出・拡大を図ってまいります。

次に、令和３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

総合計画の五つの将来像に沿って申し上げます。

将来像の１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。

環境保全については、「第２期厚岸町豊かな環境を守り育てる基本計画」に基づき、

町民、事業者との協働による厚岸町クリーン作戦、厚岸道立自然公園の国定公園化に伴

う生物多様性の確保のための野生動植物の状況調査や特定外来生物の計画的な防除、公

共用水域の水質保全を図るために必要な公共下水道整備予定外地区における合併処理浄

化槽の設置の促進に向けた支援を引き続き実施してまいります。

また、先に申し述べた第42回「全国豊かな海づくり大会」のテーマの一つとされ、世

界的な問題となっている海洋を汚染するプラスチックごみについて、厚岸漁業協同組合

と連携し、町における取組を検討してまいります。

水道事業については、健全経営の維持を図るため、長期的な視点に立った経営の見直

しと適切な水道料金について、引き続き検討を進めるとともに、将来にわたって良質な

原水を確保するため、大別地区において地下水源調査を実施いたします。

簡易水道事業については、上尾幌地区において老朽化した水道管の更新整備を進める

とともに、太田・片無去地区における営農用水の安定供給を図るための水道施設更新整

備事業について北海道と引き続き協議してまいります。

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、優先順位

に沿った計画的な施設整備を推進するほか、令和６年度からの地方公営企業法の適用に

向けた取組を進めてまいります。

高速道路については、先に申し述べたとおり、尾幌糸魚沢道路の早期完成に向け、引

き続き釧路開発建設部の協力・支援に努めるとともに、関係市町村や関係団体と連携

し、事業予算確保に向けた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、床潭末広道路、太田地区防雪柵の整備、橋梁の長

寿命化工事、筑紫恋道路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行
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うとともに、新たに住の江町通り歩道の改修、トライベツ道路法面の整備と実験所道路

法面対策の実施設計を行います。

地域公共交通については、ＪＲ花咲線の維持・存続のための要請活動と利用促進策を

実施するとともに、バス路線の維持・存続のための必要な支援を行ってまいります。

また、市街地以外に居住する町民の移動手段を確保するためのデマンドバスの運行と

スクールバスの住民利用、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、ハ

イヤーの夜間運行再開に向けた交通事業者への要請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、４棟目となる松葉まちなか団地の建設のほか、奔渡団

地、白浜団地の外壁などの改修と有明団地２棟の解体を行います。

また、住環境については、住宅新築支援助成制度の限度額を引き上げるとともに、住

宅のリフォームや省エネ・バリアフリー改修に対する支援を引き続き行うほか、耐震改

修と解体に対する支援制度を創設します。

空家等対策については、「厚岸町空家等対策計画」に基づき、所有者等の自発的な除

却を促進するための支援制度を創設するとともに、空家等の利活用について検討してま

いります。

都市計画については、令和６年度を始期とする新たな「厚岸町都市計画マスタープラ

ン」の策定に着手いたします。

公園については、老朽化した住の江丘陵公園のフェンスを更新します。

交通安全については、関係機関と連携して交通事故を防止するため、交通ルールの厳

守を求めていくとともに、引き続き通学道路などの現地調査を行い、必要に応じ危険箇

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、高齢者の運転免許証の自主返納を促進するための不便軽減に係る支援制度を継

続してまいります。

消費生活については、引き続き関係機関・団体と連携し、町民の皆さんが被害に遭わ

ないよう、適宜の情報提供や啓発を行ってまいります。

次に、消防・防災についてであります。

消防については、厚岸消防署の高規格救急自動車及び広報車の更新、消火活動を強化

するための小型動力ポンプや防火衣等の更新、厚岸町消防団第３分団庁舎の外壁などの

改修のほか、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。

防災については、災害発生時の業務継続性確保のため、役場庁舎の非常用電源設備の

在り方について検討を進めてまいります。

地震・津波被害の対策では、新たに太田地区に整備する大型防災備蓄倉庫の実施設計

を厚岸町消防団第４分団庁舎と合わせて行います。また、令和２年４月に内閣府が公表

した日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の推計に基づき、北海道が設定・公表する津波

浸水想定を基に、津波ハザードマップを改訂いたします。さらに、備蓄食糧の配備を継

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活用した防災意識の普及を

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
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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、北海道において、梅香地区の２箇所と奔渡地区の１箇所の崩落

復旧工事を行います。

また、新たに施工を要する予防・復旧治山工事について、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、土地保全については、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

継続してまいります。

廃棄物対策については、本年４月から可燃ごみの焼却を本格的に釧路広域連合の共同

処理に移行することから、ごみ量に応じた負担金の削減を図るため、ごみの分別方法を

一部見直すほか、さらなるごみの減量化と資源化の取組を推進してまいります。

また、この移行に伴い、適切に焼却炉の廃止を行うため、ごみ焼却処理場・煙突頂部

の封鎖工事を実施いたします。

エゾシカ対策については、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、社会保障・税番号制度による行政手続きや行政事務の

電子化に対応し、電子申請の充実を含めオンライン化を進めます。

また、防災行政無線やＩＰ告知情報端末等の適切な管理に努め、町民の皆さんが、よ

り行政情報を得やすい運用を図ってまいります。

将来像の２点目は、「多様な資源が輝き、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。

漁業振興については、沖合漁業が厳しさを増す中、今後、安定的な生産を維持するた

めには、これまで以上に沿岸漁業振興を推進する必要があることから、厚岸漁業協同組

合と連携し、カキ、アサリ、コンブ等沿岸漁業の資源管理・増殖を進めるとともに、国

や北海道、厚岸漁業協同組合、研究機関と連携し、将来、厚岸海域において増養殖が可

能な新たな魚種の模索と検討を進めてまいります。

また、厚岸漁業協同組合が行う「弁天かき」の種苗生産に必要な幼生・餌料の提供、

知識・技術面での協力を行うとともに、コンブ漁場改良事業などの各種沿岸増養殖事業

を引き続き支援してまいります。

漁港の整備については、厚岸漁港において国による航路浚渫が行われるほか、床潭漁

港における泊地の静穏域確保に向けた防波堤の早期整備を引き続き北海道に要望してま

いります。

海岸保全対策については、対策が必要とされる箇所の早期着工を引き続き北海道に要

望してまいります。

カキ種苗センターについては、カキの飼育や藻類培養の各設備を適切な維持管理と運

用を行い、引き続き生産者に良質かつ安定した種苗供給を行ってまいります。

また、近年、生産者の努力により「カキえもん」の流通量が増えてきており、今後も

さらなる収益向上が見込めることから、生産者の所得向上にもつなげていけるよう、産
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品の魅力をさらに高めるための周知活動に取り組むとともに、試験研究基幹の協力を得

ながら、生産者と共に、高品質なカキを効率よく養殖する技術を確立するための取組を

進めてまいります。

次に、農業にでついてであります。

今後も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、町営牧場大別地区の草地整備事業を引き続き実施してまいります。

また、農作業の負担軽減と持続的な酪農経営推進のため、釧路太田農業協同組合で運

営するコントラクター事業に用いる作業機械の導入や、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、引き続き関係機関と連携し、新規就農者の誘致促進を図って

まいります。

中山間地域等直接支払事業と多面的機能支払事業については、地域に根ざした効率的

な事業展開が図られるよう、引き続き支援してまいります。

酪農地域の減災対策と家畜ふん尿管理の適正化対策については、引き続き釧路太田農

業協同組合と検討を進めてまいります。

家畜防疫については、厚岸町家畜自衛防疫協議会が行う予防注射や各種検査を支援す

るほか、牛ウイルス性下痢病の感染予防のため、町営牧場・隔離牛舎の衛生管理の徹底

を図ってまいります。

町営牧場については、より適正な預託牛の育成・管理を図るため、冬季舎飼で使用す

る給水施設の改修に着手するほか、牧草収穫等作業機械の大型化や作業環境の整備、飼

養管理技術の向上に取り組むとともに、平成18年度以来となる牧場使用料の改定につい

て検討してまいります。

次に、林業についてであります。

町有林の整備については、安定した事業量の確保と林業就労者の雇用を図るため、計

画的な森林施業を進めてまいります。

私有林の整備については、厚岸町森林組合と連携し、引き続き実施する民有林振興対

策事業と、森林環境譲与税を活用して創設する補助制度により支援してまいります。

また、森林環境譲与税については、引き続き、森林経営管理制度に基づく森林所有者

の施業意向調査と地域材を利用した児童用机天板購入事業に活用してまいります。

担い手対策については、引き続き、森林整備担い手対策推進事業などを支援するほ

か、関係機関と連携し、林業就労者の育成・確保に努めてまいります。

町民の森植樹祭については、地域ぐるみ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、引き続き、堆肥センターの水分調整材などに町有林施業

による林地残材を活用するほか、町有施設への木質バイオマスボイラー導入に係る調査

・研究を進めてまいります。

路網の整備については、事業主体となる北海道において、別寒辺牛２号線の整備を行

います。

木工センターについては、老朽化が著しい窓枠や外壁等の改修を行います。

きのこ菌床センターについては、しいたけ価格の低迷によって厳しい経営環境にある
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生産者を支援するためきのこ菌床料を減額するほか、引き続き良質なきのこ菌床の供給

に努めてまいります。

また、引き続き、生産者を目指す地域おこし協力隊員の活動を支援するほか、着業に

要する初期経費への支援として創設した新規着業時におけるきのこ菌床の無償供給など

をホームページ等で周知し、新規生産者の誘致を図るとともに、厚岸産しいたけの認知

度向上を図るため、生産者の協力を得て、「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。

商工業については、引き続き関係団体と連携し、事業者への新型コロナウイルス感染

症影響調査を実施し、その実態把握に努めるとともに、事業所等が行う感染防止策への

支援のほか、必要に応じ、経済対策のための支援を行ってまいります。

中小企業の振興については、厚岸町商工会や金融機関と連携し、融資制度や設備投資

への支援制度の活用を促進するための周知を行うほか、「厚岸町中小企業振興計画」に

基づく各種取組を進めるとともに、「特産品等開発支援補助制度」のさらなる利用促進

を図り、魅力ある特産品開発を支援してまいります。

観光については、先に申し述べたとおり、今月「厚岸霧多布昆布森国定公園」が誕生

することから、観光客のさらなる誘客を図るため、厚岸の魅力を紹介する新たなパンフ

レットと観光ＰＲ動画の制作やアウトドア体験に対する補助制度の創設、アウトドアガ

イドの育成などを行ってまいります。

また、公園を管理する北海道との連携を図りつつ、釧路町、浜中町、標茶町と共に、

景観や環境に配慮した観光施設の整備等のための計画策定を進めてまいります。

このほか、町内産業団体や近隣市町村との連携による道内外でのプロモーションや観

光・物産イベントを実施するほか、多様な情報媒体を活用し、魅力ある食や自然景観な

どの旬な話題を積極的に発信するとともに、厚岸観光協会が行う専任事務局長の配置等

による体制強化のための取組等を支援してまいります。

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・飲食部門において、全道124駅中、10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。

新型コロナウイルス感染症の影響により大変厳しい現状にありますが、観光客の早期

回復を図るため、引き続きマスメディアによる情報発信や道内外での誘客活動を行うほ

か、「厚岸ウイスキー」を活用した食の提供や厚岸の魅力発信に取り組んでまいりま

す。

また、施設のさらなる魅力向上を図るため、屋外と４階展望室への町内案内サイン看

板の設置と炭焼炙屋の椅子の更新などを行ってまいります。

このほかの観光施設等については、あっけし望洋台と子野日公園のトイレの洋式化と

観光案内看板の更新を行います。

雇用については、町内就業を促進するためのホームページ掲載などによる町内の求人

情報の公開と、ハローワークとの連携による求職・求人情報提供サービス、事業者が雇

用を維持するための各種制度の周知を引き続き行ってまいります。

また、厚岸町雇用対策連絡会議を通じ、町内の起業、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
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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。

将来像の３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、「第２期厚岸町子ども・子育て支援事業計画」の基

本理念に基づき、引き続き子どもを安心して産み育てることができるまちづくりを推進

してまいります。

移転新築中の「あっけし保育所」は、引き続き工事を進め、本年７月に開所いたしま

す。

幼児教育・保育については、保育所におけるゼロ歳から５歳までの全ての子どもの保

育料と食材料費の無償化と、幼稚園に対する特定教育・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、妊娠期から子育て期にわたる支援の取組については、コロナ禍でもオンライン

で行える子育て応援アプリによる保健指導・個別相談と情報提供、新生児難聴検査と産

婦健康診査の費用助成、出産祝金10万円の支給、子育て世帯の外出支援に対するハイヤ

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、助産院による妊産婦子育て相談、産後ケア事業を引き続き行ってま

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、関係機関・団体等と連

携し、引き続き両計画に基づく取組を推進してまいります。

食育の推進と自殺対策については、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、関係機関・団体等

と連携し、引き続き両計画に基づく取組を推進してまいります。

保健予防サービスについては、生活習慣病の予防と疾病の早期発見のためのがん検

診、特定健康診査、後期高齢者の生活習慣病検診の受診率を向上させるため、年間を通

して、料金無償化の周知と勧奨を行ってまいります。

新型コロナウイルスワクチンの接種については、過去に例のない事業であることを踏

まえて３月１日に設置した「新型コロナウイルスワクチン接種対策室」を中心に、町内

医療機関との連携を図りながら、町民の皆さんが安心して接種を受けることができる体

制を整備してまいります。

新型コロナウイルス感染症の対応については、町内の高齢者と障がい者の入所施設と

通所施設の従事者を対象に実施するＰＣＲ検査を支援するとともに、引き続き厚岸町感

染症対策本部において迅速かつ適切な対応を図るほか、全力を挙げて感染防止に取り組

んでまいります。

また、その他の感染症の流行を予防するため、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通じ、各種感染症に対する危機意識の高揚を図るほか、予防

接種の勧奨を行ってまいります。

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
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える中核的な医療機関として、内科、外科、小児科の基本診療に加え、整形外科及び脳

神経外科の定期診療と24時間の救急医療体制を維持するため、患者と共に進める患者目

線の地域医療を推進してまいります。

診療に当たっては、「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、慢性疾病や負傷の対応のほか、高度・専門医療が必要な重症患者を釧路市内の

総合病院との病病連携による対応を図るなど、信頼される安心な医療の提供に努めてま

いります。

常勤医師の確保については、非常に厳しい状況にありますが、地域医療を守るため、

診療体制の維持を最重要課題として、北海道や医育大学をはじめとする関係医療機関と

連携し、その確保に全力で取り組んでまいります。

また、同じく厳しい状況にある医療技術員の確保にも取組、医療体制の維持を図って

まいります。

新型コロナウイルスワクチンの接種については、「新型コロナウイルスワクチン接種

対策室」と連携し、接種体制の確保に努めてまいります。

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

と共に、その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、本年度からスタートする「第４期厚岸町地域福祉計画」に掲げ

る目標を達成できるよう、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、子どもから高齢者までの包括的な支援や各種取組を推進してまいり

ます。

成年後見制度については、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、

引き続き厚岸町社会福祉協議会と連携し、さらなる制度利用の促進と体制の充実、普及

・啓発に努めてまいります。

高齢者福祉については、本年度からスタートする「第８期厚岸町高齢者保健福祉計画

・介護保険事業計画」に掲げる目標や数値等の見込みを達成できるよう、各事業所など

と連携して計画に基づく各種の事業や取組を推進してまいります。

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を送ることができるよう、介護予防・生活

支援サービスの適切な運用を図るほか、医療や介護サービスなどの制度をつなぎ合わせ

た支え合いによる地域包括ケアシステムを確立するため、生活支援コーディネータを中

心に地域の支え合い体制の充実を図るとともに、地域ケア会議を通じて現状における地

域課題を検討しながら、ネットワークを構築してまいります。

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

ターなどの人材を養成し、ＳＯＳネットワークの活用を図るとともに、認知症対策とし

て、認知症高齢者の早期発見、保護のため、夜行反射機能付きステッカーの交付事業を

創設します。

このほか、福祉交通回数券のさらなる利用促進を図るため、助成額を7,000円に引き

上げるとともに、介護予防意識のさらなる向上を図るための元気いきいき高齢者応援事

業を引き続き実施いたします。

特別養護老人ホーム心和園と在宅老人デイサービスセンターについては、指定管理者
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との情報共有を図り、継続的かつ安定的な管理運営と入居者と利用者の安心に資するた

め、新型コロナウイルス感染症の適切な感染防止策を講じさせるとともに、引き続き施

設の維持管理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、リハビリを中心に自宅復帰を目指した生活の場として、引き続き安定した施

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

人の地域での生活支援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」の基本理念に基づく各種事業を推進してまいります。

また、釧路圏域において障がいのある人などが安心して暮らしていけるよう、新たに

関係事業所に委託し、地域生活支援拠点として、緊急時の受け入れのための空床を確保

し、その施設体制の維持を図ってまいります。

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、無償化を含めた

制度周知などによる積極的な受診勧奨と医療機関と連携したみなし健診等による未受診

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、介護サービス利用者が適切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

ってまいります。また、本年度改定する介護保険料については、低所得者の軽減措置を

継続してまいります。

在宅医療と介護の連携においては、在宅療養者と医療・介護関係機関をつなぐための

「つながり手帳」や、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」の普及・啓発と充実を図ってまいりま

す。

また、保健福祉事業として、要介護度の高い高齢者を介護する家族の経済的負担を軽

減するため、紙おむつなどの介護用品購入給付券を交付する在宅介護用品給付事業を継

続するとともに、在宅生活の継続と介護予防自立支援を図るため、定期的に筋力の状態

を確認し、介護予防と筋力維持を図る貯筋健診事業を実施いたします。

生活保障と自立支援については、生活相談に適切に対応するとともに、生活保護制度

や生活困窮者自立支援制度などの各種制度を活用し、生活実態に即した支援に努めてま

いります。

将来像の４点目は、「未来を切り拓く力を育み、豊かな人間性あふれるまち」であり

ます。

教育委員会と連携し、教育環境の充実を図ることは、私の重要な使命であります。

そこで、私に関係する教育行政について申し上げます。

学校における新型コロナウイルス感染症の感染防止については、児童生徒の学びを保

障するため、集団感染が発生することのないよう、引き続き必要な対策を講じてまいり

ます。

就学支援については、保護者負担を軽減するため、学校給食費の無償化や児童生徒の
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個人所有となるもの以外の教材購入費の全額公費負担、就学旅行経費の半額助成、経済

的理由で就学困難な児童生徒の保護者への援助費の一部支給、厚岸翔洋高等学校の通学

バス定期券購入助成とスクールバスによる部活動の大会送迎支援を引き続き実施いたし

ます。

文化財保護については、アッケシソウの保護・増殖のため、試験栽培地を造成いたし

ます。

スポーツ推進については、雨天や冬期間用として新たに整備する多目的屋内スポーツ

施設の実施設計を行います。また、スポーツ合宿のさらなる誘致を促進するとともに、

温水プールの天井、照明の回収と備品の更新を行います。

将来像の５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。

広報広聴活動については、広報あっけしや町要覧、ホームページ、ＳＮＳのほか、新

たに作成し、全戸に配付する予定の「（仮称）暮らしの便利手帖」などを活用して、町

民との情報の共有を図り、暮らしに密着した情報を提供するとともに、町民の声を広く

取り上げ、まちづくりへの町民参加を促進してまいります。

庁舎の利用については、新型コロナウイルス感染症感染対策を徹底するとともに、来

庁者の利便性向上のため、分かりやすい案内表示と適宜の情報提供に努めてまいりま

す。

自治会活動については、自治会の各種補助制度と地域担当職員制度による支援を継続

してまいります。集会施設については、湾月生活館の全面改修とトライベツ地区集会所

の屋根・外壁改修、若松地区集会所の屋根葺替を行います。

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

の実施を支援してまいります。

交流活動については、本年７月に山形県村山市との友好都市提携から30年の節目の年

を迎えることを記念して、８月に開催される「むらやま徳内まつり」に町民の皆さんと

一緒に訪問する交流事業を実施いたします。

移住・定住については、町外の人が厚岸町での生活を体験できる移住体験住宅事業、

東京圏から町内に移住し、新規に就業または起業した人に支援金を交付するＵＩＪター

ン新規就業支援事業、町外から町内に移住・定住しようとする人への引っ越し費用や家

賃費用を助成する移住・定住促進補助事業や、新婚世帯に対する経済的支援と少子化対

策のため、新婚生活に伴う引越費用や住宅費用を助成する新婚新生活支援事業を創設い

たします。

地域おこし協力隊については、新たな募集を行うとともに、任期満了後の定住を支援

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合わせた見直しを行ってきました

が、人口減少が進む中、変動する社会情勢や行政需要、多様な町民要望に対応するため

には、重要施策等を担う部署への職員の重点的配置と専門的かつ高度な職務遂行能力を

身につけた職員、いわゆる「人財」の育成が肝要です。



- 17 -

このため、引き続き「厚岸町職員定員管理計画」の確実な実行と「厚岸町職員人財育

成基本方針」に基づく職員研修の充実に努めるとともに、人事評価制度の適正な運用を

図り、限られた人員で最大の効果を発揮できる組織を構築してまいります。

また、職員の働き方改革を推進するため、事務事業の見直しや簡素化に取り組んでま

いります。

今国会において法案が提出されている職員の定年年齢の引き上げ、地方公共団体情報

システムの標準化、デジタル社会の形成に関する施策実現のための個人情報保護制度な

どの見直しについては、国の動向を注視しつつ、適切に対応してまいります。

次に、財政運営についてであります。

令和３年度予算編成に当たり、その基本となる地方財政計画では、新型コロナウイル

ス感染症の影響により地方税等が大幅な減収となる中、地方公共団体が行政サービスを

安定的に提供しつつ、重要課題にも取り組めるよう、地方交付税は5.1％の増、地方交

付税の振替財源となる臨時財政対策債は74.5％の増とし、必要な一般財源総額を確保し

たとする内容となっております。

こうした状況を踏まえ、令和３年度の一般会計予算案は、約96億9,200万円で、前年

度に比較して8.8％、約９億3,300万円の減であります。

歳入予算について、町税は、サンマの不漁や新型コロナウイルス感染症の影響などに

よる町民税の減を想定し、約10億4,300万円を計上、ふるさと納税による寄附金は、前

年度に比較して１億円増の４億円を計上しております。また、ふるさと納税について

は、地元の特産品を通じて厚岸の魅力を全国に発信し、寄附のしやすい環境づくりに努

め、ふるさと納税をきっかけに、厚岸町に訪れる人を増やす仕組みづくりなどを検討し

てまいります。

普通交付税は、令和３年度の算定基礎に令和２年の国勢調査人口が用いられることに

よる減額と公債費などの増額を見込み、前年度に比較して約3,300万円増の約34億3,300

万円を計上しております。臨時財政対策債は、国から示された伸び率による試算を踏ま

え、前年度に比較して約9,600万円増の約２億4,400万円を計上しております。

歳出予算については、投資的経費は、前年度に比較して約11億6,900万円減の約21億

6,300万円、人件費は、前年度に比較して約3,100万円増の約19億8,500万円、公債費は

約300万円増の約10億4,600万円を計上しております。

一般会計からの特別会計と企業会計への繰出金等は、約11億2,200万円を計上し、一

般会計と六つの特別会計及び二つの企業会計を合わせた当初予算案の合計は、約150億

7,200万円で、前年度に比較して4.6％、約７億2,700万円の減であります。

また、一般会計の収支不足額は、前年度に比較して約1,400万円増の約10億9,800万円

で、同額を基金から切り崩し、収支の均衡を図っております。

今後も安定した財政運営を図るためには、基金残高を確保する必要があり、取り崩し

た基金を可能な限り年度内に積み戻すことができるよう、さらなる自主財源の確保と経

費削減に努めてまいります。

国は、現時点において、新型コロナウイルス感染症対策のために多額の赤字国債の発

行を余儀なくされるなど極めて厳しい財政状況にあり、今後、地方公共団体が感染症対

策と経済対策の両立を図りつつ、行政サービスを持続的かつ安定的に提供するための財
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源の見通しは、以前にも増して不透明な状況にあります。

このように、地方財政を取り巻く環境は厳しさを増していることから、今後の地方財

政対策に注視しつつ、財政健全化の取組を強化し、「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。

以上、令和３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。

いつの時代でも、政治に最も大切なことは、国民との信頼関係です。

「民信無くんば立たず」孔子の説いた言葉です。

これは、政治を行う人が、国民の信頼を失ったら、政治は成り立たないということを

示唆していると思います。

私は、先哲の言葉を自らに言い聞かせつつ、厚岸に熱い思いを抱く町民の皆さんと心

を一つにして、信頼される町政を推進してまいります。

「この厚岸に生まれてよかった」と思える「誇りあるまち」づくりを、共に成し遂げ

ようではありませんか。

先人たちが、様々な困難を克服しながら、現在の厚岸町の礎を築き上げてきた「たゆ

まぬ努力や果敢に立ち向かった勇気」などに思いを馳せながら、すばらしい厚岸の魅力

を再認識し、次世代へと手渡していくことこそが今を生きる私たちに課せられた使命で

す。

町議会議員の皆さん、そして町民の皆さんの一層のご理解、ご協力を賜りますようお

願い申し上げ、令和３年度の町政執行に当たっての、私の所信といたします。

ご静聴ありがとうございました。

●議長（堀議員） 次に、教育長の教育行政施行方針の説明を求めます。

教育長。

●教育長（酒井教育長） 令和３年厚岸町議会第１回定例会に当たり、教育委員会が所管

する行政の執行について、その方針を申し上げます。

新型コロナウイルスの感染拡大は、産業、経済、教育、文化、スポーツなど多くの分

野に計り知れない影響をもたらし、今なお、収束が見通せない状況にあります。

こうした困難な状況にあっても、ふるさとを思い、協働の精神でまちづくりに参画す

る人を育むことは、教育が担うべき重要な役割であることから、教育委員会といたしま

しては、厚岸町教育大綱に掲げる基本理念「郷土に立ち、未来を見つめ、共に歩む人」

の実現に向け、引き続き努めてまいります。

本年度の教育行政の執行に当たりましては、関連する法令及び令和２年度の教育行政

の検証を踏まえるとともに、新型コロナウイルス感染防止に十分配慮した上で、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、昨年度の小学校に引き続き、今年度より中学校において新
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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で、児童生徒に「確かな学力」「豊かな心」「健康な体」を

バランスよく育むとともに、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、次の七つの重点に取り組んでまいります。

重点の１は、「確かな学力の育成」についてです。

将来の自己実現や社会参画に必要な知識・技能をはじめ、思考力、判断力、表現力、

問題解決力及びコミュニケーション能力等を育むことについて申し上げます。

１点目は、学ぶ意欲や関心、学びの達成感を大切にした指導の充実です。学習指導要

領に沿った指導の中で、学び方を身につけながら学習できる授業づくりを進めます。

２点目は、個に応じた指導の充実です。個人差が生じやすい教科や領域において、少

人数指導や課題別指導、対話的な学習活動など指導方法を工夫し内容の習得に努めま

す。

３点目は、家庭学習の習慣化と自立化です。学習内容の確実な定着はもとより、将

来、社会人として自立して生きる力を育むために、児童生徒が自ら計画を立てて家庭学

習に取り組む習慣の形成に努めます。

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たくましさや、人や社会と協調して生きるしなやかさなど、豊か

な心を育むことについて申し上げます。

１点目は、特別の教科「道徳」の指導力向上です。他者の考えにふれ、自分の考えを

整理したり共有したりしながら、道徳的価値の自覚及び自己の生き方についての考えを

深められる授業を進めます。

２点目は、地域のヒト、モノ、コトを活用した直接的・間接的な体験活動を取り入れ

た学習を行います。

３点目は、いじめ問題への対応です。一人一人を尊重し、共感し合える集団を育成す

るとともに、学校・家族・地域といった集団の中で自己の有用感を感じながら、感動や

達成感を共有する機会を設定します。

重点の３は、「健康な体の育成」についてです。

生涯にわたって豊かで充実した社会生活をおくるための土台となる健康な体を育むこ

とについて申し上げます。

１点目は、生活習慣と健康・体力に関する指導の重点化です。体力や生活習慣に関す

る調査結果を分析し、体育の指導や生活指導を行い、課題を克服する取組を進めます。

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。情報端末機

器の有効な活用とともに、生活リズムの自己管理や情報モラルについても継続的な指導

や支援を進めていきます。

３点目は、食育の充実です。栄養教諭と連携して、望ましい栄養摂取や食材に関わる

人について学ぶ機会の設定など、食に関する指導を実施します。また、児童生徒個々の

アレルギー情報を保護者及び学校と共有しながら、安全・安心な給食を提供します。

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、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。
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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。学習

の中で、発達段階に応じたキャリア教育やふるさと厚岸を再発見する活動を展開してい

きます。また、タイムカプセルの開封事業を通して、ふるさとの歴史に触れる機会を設

けます。

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。

３点目は、キャリア教育の充実です。学習や活動の内容をキャリアパスポートに記録

し振り返る活動を通して、自分の成長に気づいたり、将来の生き方について考えたりす

る教育を進めます。

重点の５は、「特別支援教育の充実」についてです。

児童生徒が、それぞれの個性や能力を発揮しながら学び、生活する力を育む特別支援

教育を推進することについて申し上げます。

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

指導上において支援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ていきます。

３点目は、指導力向上研修を推進します。既存組織や資料を活用しながら、効果的か

つ実践的な研修を推進し、共通理解の下で指導が行える体制を継続します。

４点目は、学級支援員の適正配置に努めます。よりよい教育支援環境を整備するため

に、道費負担職員の基準配置に加え、学級支援員を増員配置して人的支援を行います。

重点の６は、「今日的教育課程への対応」についてです。

社会情勢、教育の課題及び動向、地域の課題等に対応する教育を、学校や地域の実体

に応じて進めることについて申し上げます。

１点目は、ＩＣＴを活用した教育の充実です。国のＧＩＧＡスクール構想を受け、Ｓ

ｏｃｉｅｔｙ5.0時台に生きる子どもたちに生きる力を育み、可能性を広げるために、

１人１台の端末環境を効果的に活用し、確かな学力の育成はもとより、プログラミング

教育や情報モラル教育の充実を図ります。

２点目は、感染症予防に関する教育の継続です。新型コロナウイルス感染症において

は、児童生徒の「うつらない」「うつさない」という意識や実践力を高めるとともに、

感染症に関する差別・偏見を防止する指導を継続します。

３点目は、防災教育の充実です。子どもを取り巻く環境に内在する機器に適切に対応

するために、各校の危機対策マニュアルの点検と見直しを適時行います。また、防災意

識を高めるために町総合防災訓練に参加するとともに、日常の指導も継続して実施しま

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努め

ることについて申し上げます。

１点目は、コロナウイルス感染症対策です。新型コロナウイルス感染症とともに生き

ていく社会において、学校は、可能な限り感染リスクを低減させる努力をしながら児童
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生徒の健やかな学びを保障していくことが重要であることから、引き続き文部科学省の

衛生管理マニュアルの徹底を図ります。

２点目は、教育用タブレットの活用研修を行います。教職員のスキル向上を図るた

め、学習支援ツールの使用方法やオンライン学習の活用など必要な研修を行います。

３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います。また、文

化・スポーツの振興を図るため、部活動の大会出場の送迎にスクールバスを運行しま

す。

４点目は、働き方改革を進めます。「厚岸町アクション・プラン」の取組期間を延長

し、引き続き学校業務の効率化・平準化及び教職員の意識改革を進めるとともに、教職

員の在校等時間の点検・調査を通して必要な改善を図ります。

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、次の四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。

子育て支援や青少年の健全育成を推進するとともに、個性や教養を高める芸術・文化

の振興を図り、町民に生きがいと活力を育む事業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、生涯学習情報誌などを活用し、生涯学習に関わる情報の提供に努めま

す。

２点目は、「早寝・早起き・朝ごはん」の普及を継続するとともに、規則正しい生活

習慣及び豊かな人間性や社会性を育むための体験活動を取り入れた事業を実施します。

３点目は、感性を豊かにし生活に潤いを与える芸術・文化の振興では幼児、児童生

徒、町民それぞれにあった良質な芸術鑑賞の機会の提供と、町内文化サークルや文化事

業への支援に努めます。

重点の２は、「海事記念館事業の充実」についてです。

厚岸ならではの文化財及び天文・海事に関する貴重な学術資料の有効活用に努めると

ともに、その保存、普及及び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、アッケシソウ増殖地の造成を進め、生育環境の拡大を図ります。また、北

海道遺産である蝦夷三官寺・国泰寺の情報発信や、史跡国泰寺跡整備など貴重な地域資

源の活用に努めます。

２点目は、指定文化財及び埋蔵文化財の保護活動を適切に実施し、町民が地域の文化

伝統に触れる機会の充実に努めます。また、アイヌ文化と関わりの深い町指定無形文化

財「厚岸かぐら」の伝承事業のための衣装の更新や道指定史跡「神岩砦跡及び竪穴群」

の地形測量を行います。

３点目は、魅力あるプラネタリウム番組の提供を継続し、天文知識の普及を図るとと

もに、文化財などを有効に活用した館内展示の充実に努めます。

重点の３は、「情報館事業の充実」についてです。

多くの町民の皆さん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。
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１点目は、乳幼児から高齢者を対象とした幅広い図書館サービスを実施するため、関

係機関と連携して各種事業を充実させ、町民の生涯にわたる読書環境の整備に努めま

す。

２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、各団体や関係

機関と連携を図り、町民の交流の場として親しまれる環境づくりや芸術作品に触れる機

会の提供に努めます。

３点目は、「第三次厚岸町子ども読書活動推進計画」に基づき、子どもの読書活動の

さらなる推進を図るため、読み聞かせボランティア団体や学校司書、学校との連携・協

力のもと、読書の啓発に努めます。また、図書管理システムの更新に向けて、学校司書

との連携構築など学校図書館支援のための検討を進めます。

４点目は、町民の求めに応じたパソコン講座を開催し、情報技術の習得と向上を支援

するとともに、レファレンスサービスの充実に努めます。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はじめとした遠隔地を巡回し、情報館の各種サ

ービスを提供します。

重点の４は、「施設の整備と利用促進」についてです。

安全・安心で快適な施設整備に努めるとともに、町民ニーズに応じた魅力的なメニュ

ーを提供することによる施設の利用促進について申し上げます。

１点目は、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、安全で快適な施設利用となるよう社会教育施設の日常的な点検整備の実施

や感染予防対策の徹底を図るとともに、情報館においては屋根防水その他修繕を行いま

す。

第三は、スポーツ課所管事項についてであります。

町民だれもが、それぞれの体力や志向に合わせたスポーツ・レクリエーション活動に

親しめるよう、次の三つの重点に取り組んでまいります。

重点の１は、「健康や体力の保持増進」についてです。

町民が気軽に運動やスポーツに親しむ機会を拡充するとともに、運動に関する正しい

知識や技術の普及に努め、健康や体力の保持増進を図ることについて申し上げます。

１点目は、多くの方が参加できる各種の講習会や体力づくりのための事業の推進に努

めます。

２点目は、スポーツ障害を未然に防止するため、スポーツ指導者や保護者などに対す

る研修を実施します。

３点目は、温水プールの機能を活用した各種の水泳教室を開催し、町民の泳力向上な

どの支援を引き続き実施します。

重点の２は、「スポーツの振興」についてです。

スポーツ活動の実情や町民ニーズに応じた幅広い支援に努めるとともに、町内外の関

係機関や団体等と積極的に連携し、スポーツの振興を図ることについて申し上げます。

１点目は、多くの方に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、町民が高い競技レベルと接することができるようスポーツ合宿の誘致に努
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めます。

３点目は、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。

４点目は、スポーツ団体などの競技レベルの向上や費用の負担軽減を図るため、スポ

ーツ振興助成の支援を行うとともに、町のスポーツ基盤を支える協会や少年団の充実を

図るため、組織経営の支援や練習に参加する少年団の送迎を引き続き実施します。

重点の３は、「施設の整備と有効活用」についてです。

安全・安心で利便性の高い施設整備に努めるとともに、町民の健康や体力の保持増進

及びスポーツの振興を推進するため、施設の有効活用を図ることについて申し上げま

す。

１点目は、スポーツ施設などの環境を活用した大会を開催するため、施設の整備に努

めます。

２点目は、多くの方が快適に利用できるよう宮園公園内の環境整備や温水プールの天

井及び照明の改修と備品の更新を行うとともに、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。

以上、令和３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える

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。

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

●議長（堀議員） 日程第８、決議案第１号 「厚岸町気候非常事態宣言に関する決議」

を議題といたします。

職員の朗読を行います。

●議事係長（佐藤係長） 決議案第１号 厚岸町気候非常事態宣言に関する決議。

上記議案を次のとおり提出する。

令和３年３月８日。

提出者 厚岸町議会議員 竹田敏夫。

賛成者 厚岸町議会議員 石澤由紀子、同じく室﨑正之、同じく音喜多政東、同じく

佐藤淳一、同じく杉田尚美、同じく桂川実、同じく大野利春、同じく中川孝之、同じ

く中屋敦。

厚岸町気候非常事態宣言に関する決議。

近年、地球温暖化を要因として世界各地を記録的な熱波が襲い、大規模な森林火災を

引き起こすとともに、ハリケーンや洪水が未曾有の被害をもたらしている。我が国でも

災害級の猛暑や熱中症による搬送者、死亡者数の増加のほか、数十年に一度と言われる

台風、豪雨が毎年のように発生し、深刻な被害をもたらしている。これに対し、世界は
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パリ協定のもと、温室効果ガスの排出削減目標を定め、取組の強化を進めているが、各

国が掲げている目標を達成しても、必要な削減量には大きく不足しており、世界はまさ

に気候危機と呼ぶべき状況に直面している。

厚岸町においても、年平均気温は右肩上がりに上昇し、平成25年の大規模断水を引き

起こした台風18号による暴風雨など、近年、毎年のように風水雪害が発生し、私たちの

暮らしの大きな影響をおよぼしている。また、気温の上昇は海水温の上昇にも大きな影

響を与えていると思われ、厚岸湖において夏季水温が30度を超える地点が均質し、牡蠣

養殖やあさり養殖をはじめ、様々な魚種に影響が出ているとともに、沖合漁業のさんま

棒受網漁は近年太平洋沿岸での漁場が形成されず、これも気候変動による海水温の上昇

が一因であると考えられている。

国は2050年までにカーボンニュートラル（気候中立、「ライフサイクル全体で見たと

きに二酸化炭素（ＣＯ₂）の排出量と吸収量がプラスマイナスゼロの状態になることを

指す。」）の実現を掲げ、１日も早い脱炭素社会の実現に向けて、我が国の経済社会の

再設計、取組の抜本的強化を行い、国際社会の名誉ある一員として、それにふさわしい

取組を国を挙げて実践していくことを決意するとして、令和２年11月に衆参両院が気候

非常事態宣言を決議し、脱炭素社会を目指す内閣方針を超党派で後押しする姿勢を打ち

出した。

厚岸町においては、第２期厚岸町豊かな環境を守り育てる基本計画において、１、産

業と共存するまちづくり、２、環境を保全するまちづくり、３、良好な自然を生かすま

ちづくり、４、快適で住みよいまちづくり、５、資源やエネルギーを有効に利用するま

ちづくり、６、環境教育、環境学習を推進するまちづくりを目指し、ごみの減量化や資

源ごみの分別の徹底、町民の森植樹祭の実施をはじめとする様々な施策を通して、環境

負荷への低減や将来に向けた環境教育、環境学習にも取り組んできており、令和２年度

からは国連が提唱する持続可能な開発目標、ＳＤＧｓと関連付けたこの計画を包含する

厚岸町の将来を見据え、厚岸町をもっと元気なまちへ、そして町民誰もが心から誇りを

持てるまちへと向かう道しるべとなる第６期厚岸町総合計画を策定し、この中で環境保

全に対する様々な施策を展開していくこととしている。

私たちは、もはや地球温暖化問題は気候変動の域を超えて、気候危機の状況に立ち至

っているとの認識を町民誰もが共有し、今できることを地道に、そして着実に実現して

いくための取組を全町民を挙げて実践していくことを決意するため、ここに気候非常事

態を宣言する。

以上、決議する。

令和３年３月８日、厚岸町議会。

●議長（堀議員） 提出者であります竹田議員に提案理由を求めます。

１番、竹田議員。

●竹田議員 先ほどの職員の朗読のとおりでありますが、さらに申し上げさせていた

だきたいと思います。

深刻さを増す地球温暖化によって、記録的な豪雨、この極端な自然災害が多発するよ
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うになっている。こうした温暖化を緩和とその緩和に対する対策、そして気候変動に適

用していく取組と対策が重要になっていることは世界、そして日本国並びに個人、様々

な理由で自覚をしていることと思います。大きく緩和と適用の二つが分けられるわけで

ありますが、地球温暖化の原因となっている二酸化炭素、ＣＯ₂など温室効果ガスの排

出を削減し、温暖化の影響を和らげることであります。省エネの推進や走行中にＣＯ₂

を排出しない電気自動車などのエコカーの普及、太陽光や風力といった再生可能エネル

ギーの利用拡大、ＣＯ₂を吸収する森林面積を増やすための森林活などが求められま

す。大気中に排出したＣＯ₂を回収し、地中深くに埋めて閉じ込める、ＣＯ₂回収・貯

留ＣＣＳ技術の実用化も急がれています。

一方、適用とは農作物の不作、熱中症患者の増加、豪雨や台風による風水害の多発

化、魚の生息域の変化、広域な問題を生じさせる気候変動の影響に備えた対策を講じて

いくことであります。具体的には熱中症予防のため、小まめな水分補給を心がけるとい

った個人でできる身近な対策をはじめ、高温でも育つ農作物の品質開発を行うことでも

あります。一時的に溜めておける遊水池を河川流域に整備し、流域の勢いが弱まったあ

と、溜めておいた水をゆっくりと放出するなど、洪水被害を軽減する流域治水の推進も

注目されています。

こうした適用の取組を推進するための気候変動適用法が2018年６月６日に成立されて

おります。環境省によると、適用について独立した法律を策定し、国は日本が初めてだ

と言っておりますが、同法は国、地方自治体企業などの事業者、個人がそれぞれ適用を

推進するため担うべき役割を明確化、その上で農林水産業、水環境、水資源、自然生態

系自然災害、個人の健康、産業、経済活動、国民の大きな生活、この７分野における気

候変動適用計画を国が策定・作成するとしております。

計画に基づき、関係省庁が連携し、適用策を実施していく初の計画は2018年11月27日

に閣議決定されております。気候変動適用計画が見直され、具体的な適用策を計画的に

実施するには気候変動の影響を分析し、どのような影響が生じるのか予測したあと、信

頼できる科学的な情報が不可欠であり、国立環境研究所がそうした情報提供の中核的な

役割を果たしています。

地方自治体にも、気候変動適用計画を策定する努力義務が課されています。国立環境

研究所によると、今年11月、計画を策定したのは都道府県で22、政令で13、市町村で17

の52自治体だそうです。適用に関する国際協力の推進や暑さを軽減する素材の開発とい

った適用ビジョンのビジネスも企業に促すとされております。

世界的に有名なローマクラブ初のアフリカ出身の初の女性の共同会長に就任したマン

ペラ・ランペレ博士という人が一人一人が一人の心を変えていくのは人間革命にしかな

い、人生で大切なのは皆がかけがえのない生命を持っているということです、社会の安

全は全ての人の生命が尊重されてこそ実現できるものです、と訴えております。

以上、述べさせていただきましたが、議員各位のご賛同を心からお願いし、賛同提案

の一言申し上げさせていただきました。

以上です。

●議長（堀議員） これより、質疑を行います。



- 26 -

（な し）

●議長（堀議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり決するにご異議ありませか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり決しました。

ここで、町長から発言を求められておりますので、これを許します。

町長。

●町長（若狹町長） ただいま決議されました「厚岸町気候非常事態宣言」について、議

会としての、強い意志が確認されましたので、発言させていただきます。

先ほどの決議の中で述べられておりましたが、近年、世界の各地、そして我が国にお

いて、これまで経験したことがない豪雨や大型の台風などにより、多くの災害が発生し

ています。

その大きな要因として、地球温暖化が指摘されていますが、政府は、2020年版「環境

白書」で、初めて「気候変動」から「気候危機」という言葉を使い、強い危機感をにじ

ませました。

我々は、この厚岸町を築き、残してくださった多くの先人の皆様方に深甚なる敬意を

払い、受け継いだ自然豊かな郷土を次の世代につないでいく務めがあります。

美しく豊かな海と緑に抱かれ、安心して暮らせる住みよい厚岸町を創造するため、た

だいまの「厚岸町気候非常事態宣言に関する決議」を重く受けとめ、本町における環境

問題の解決に向けた施策のさらなる推進を図るとともに、平成30年３月に策定した「厚

岸町地球温暖化対策実行計画」を着実に実行し、官民一体となって温室効果ガス削減の

取組を推進してまいります。

厚岸町は、地球温暖化対策を強化するため、環境省が全国の自治体に呼びかけている

取組である「ゼロカーボンシティ」に参画し、2050年までに、二酸化炭素排出量の実質

ゼロを目指してまいります。

以上でございます。

●議長（堀議員） 以上で、町長の発言を終わります。

昼食のため、休憩といたします。

再開を午後１時といたします。

午前11時52分休憩
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午後１時00分再開

●議長（堀議員） 本会議を再開します。

日程第９、陳情第１号 新築住宅に対する支援助成事業の継続及び助成額の拡大に関

する陳情書を議題といたします。

本件につきましては、令和２年12月９日開会の第４回定例会において、総務産業常任

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

からなされております。

委員長の報告を求めます。

10番、大野委員長。

●大野委員長 令和２年12月９日、第４回定例会において付託されました陳情第１号「新

築住宅に関する支援助成事業の継続及び助成額の拡大に関する陳情書」について、令和

３年１月19日本委員会を開催し、慎重に審査した結果、採択すべきものと決しましたの

で、ご報告申し上げます。

●議長（堀議員） お諮りいたします。

委員長の報告は採択であります。委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告

どおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は採択されました。

●議長（堀議員） 日程第10、報告第１号 専決処分事項の報告についてを議題といたし

ます。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

●総合政策課長（三浦課長） ただいま上程いただきました報告第１号、専決処分事項の

報告について、その内容をご説明申し上げます。

議案書１ページをお開きください。

新型コロナウイルスワクチン予防接種を実施するに当たり、その準備に要する経費の

予算が必要であり、緊急執行を要した令和２年度厚岸町一般会計補正予算を地方自治法

第179条第１項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決したので、同法同条第３項

の規定により、報告し、議会の承認を求めるものであります。

２ページをご覧ください。

総総専第１号専決処分書。

地方自治法第179条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和３年１月25日付けであります。



- 28 -

令和２年度厚岸町一般会計補正予算（12回目）。

令和２年度厚岸町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条第１項、歳入歳出予算の補正であります。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ447万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ124億810万7,000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。

３ページから４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２款２項、歳出では１款１項にわたって、それぞれ447万6,000円の増額補正

であります。

事項別により、ご説明させいただきます。

７ページをお開き願います。

歳入であります。12款１項１目１節、地方交付税6,000円の増。普通交付税補正財源

調整のための計上であります。

16款国庫支出金、２項国庫補助金、３目衛生費国庫補助金、１節保健衛生費補助金、

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金447万円、新規計上。詳細につ

いては歳出にてご説明いたします。

以上で、歳入の説明を終わります。

９ページをお開き願います。

歳出であります。４款衛生費、１項保健衛生費、７目諸費447万6,000円の増。健康管

理システム整備事業75万9,000円、新規計上は新型コロナウイルスワクチン予防接種の

実施に必要な接種券発行や接種記録管理を既存の健康管理システムに機能を追加するた

めのシステム改修費の計上であります。新型コロナウイルスワクチン予防接種体制確保

371万7,000円、新規計上は新型コロナウイルスワクチン予防接種を実施するに当たり、

その準備に要する経費の計上で、主に消耗品76万2,000円は使い捨て手袋やマスク、消

毒液などの購入。通信運搬費42万円は、65歳以上に対する接種券の郵送代。接種券印刷

封入委託料173万円は、ワクチン接種券の印刷及び封入に伴う委託料の計上。事務用備

品購入80万5,000円は、非接触型体温計１台、ついたて10台、診察用照明器具１台、車

輪付脱衣籠２個の購入費の計上であります。

以上で、報告第１号の提案説明とさせていただきます。

ご審議の上、ご承認いただきますようよろしくお願い申し上げます。

●議長（堀議員） これより、質疑を行います。

（な し）

●議長（堀議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。
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（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり承認することに決しました。

●議長（堀議員） 日程第11、報告第２号 専決処分事項の報告についてを議題といたし

ます。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

●町民課長（布施課長） ただいま上程いただきました報告第２号、専決処分事項の報告

について、その内容をご説明申し上げます。

専決処分により制定した条例は、厚岸町国民健康保険税条例等の一部を改正する条例

であります。

本年２月３日に可決成立し公布の日から起算して10日を経過した日から施行した新型

インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律において、これまで新型イン

フルエンザ等対策特別措置法附則第１条の２に規定していた新型コロナウイルス感染症

の定義規定が削られ、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法

律の臨時特例に関する法律において新たに定められました。このことにより、新型イン

フルエンザ等対策特別措置法を根拠としていた厚岸町国民健康保険税条例附則第15項第

１号の新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減収が見込まれる場合等における

保険税の減免規定と、厚岸町国民健康保険条例附則第３項の新型コロナウイルス感染症

に感染または疑いのある被保険者で労務に服することができない場合に傷病手当を支給

する規定及び厚岸町介護保険条例附則第10条第１項の新型コロナウイルス感染症の影響

により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免規定を改める必要があるこ

とから改正するものであります。

つきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が令和

３年２月３日に公布され、公布の日から起算して10日を経過した日から施行されること

から、速やかに制定する必要があるとの判断に至り、条例改正に際し、特に緊急を要

し、議会を招集する時間的余裕がなかったことから２月８日に地方自治法第179条第１

項の規定に基づく専決処分により、厚岸町国民健康保険税条例等の一部を改正する条例

を制定しましたので、同法同条第３項の規定により報告し、議会の承認を求めるもので

あります。

続いて、条例の改正内容についてご説明いたします。

議案書12ページをご覧ください。

総総専第２号、専決処分書。

地方自治法第179条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。

厚岸町国民健康保険税条例等の一部を改正する条例であります。

なお、説明は議案書で行わせていただきますが、あらかじめ配付しております報告第

２号説明資料、厚岸町国民健康保険税条例等の一部を改正する条例新旧対照表及び報告

第２号参考資料、関係法令の抜粋を合わせてご参照いただきたいと思います。
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このたびの改正は、改正内容が同じため、三つの条例を一つの一部改正条例とする改

正とし、第１条では厚岸町国民健康保険税条例附則第15項第１号の規定を、第２条では

厚岸町国民健康保険税条例附則第３項の規定を、第３条では厚岸町介護保険条例附則第

10条第１項を改正するものであります。

改正内容は、新型コロナウイルス感染症の用語の定義を新型インフルエンザ等特別対

策措置法（平成24年法律第31号）附則第１条の２、第１項に規定する新型コロナウイル

ス感染症という、と規定した条文を、新型コロナウイルス感染症（病原体がβコロナウ

イルス属のコロナウイルス（令和２年１月に中華人民共和国から世界保健機関に対して

人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染者をい

う）、に改めるものであります。

続いて、附則であります。

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行の

日と合わせて公布の日から起算して10日を経過した日である。令和３年２月13日から施

行したものであります。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認いただきますようお願いたし

ます。

●議長（堀議員） これより、質疑を行います。

（な し）

●議長（堀議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり承認することに決しました。

●議長（堀議員） 日程第12、報告第３号 専決処分事項の報告についてを議題といたし

ます。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

●総務課長（石塚課長） ただいま上程いただきました報告第３号、専決処分事項の報告

について、その内容をご説明申し上げます。

国は、現下の新型コロナウイルス感染症の発生状況への対処として、国民への新型コ

ロナウイルス感染症に係るワクチンの円滑な接種を実施するため、ワクチンの接種体制

等を定める予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律を令和２年12月９日に施行、予

防接種法を改正し、厚生労働大臣の指示のもと、都道府県の協力により市町村において
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予防接種を実施することといたしました。

これにより、予防接種の実施主体となる町においては、速やかに住民向けの接種体制

を構築し、限られた期限内で予防接種に係る業務を迅速かつ適切に行う必要が生じたこ

とから、この業務を集中的に行う組織として３月１日付けで新型コロナウイルスワクチ

ン接種対策室を新たに設置するため本条例を制定したもので、特に緊急を要し、議会を

招集する時間的余裕がなかったことから、地方自治法第179条第１項の規定により、令

和３年３月１日専決処分をもって、厚岸町事務分掌条例の一部を改正する条例を制定し

たもので、同法同条第３項の規定により議会に報告し、承認を求めるものであります。

議案書15ページであります。

総総専第３号専決処分書。

地方自治法第179条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。

改正内容の説明については、別に配付しております報告第３号説明資料の新旧対照表

によりご説明させていただきますが、合わせて報告第３号参考資料として地方自治法抜

粋を配付しておりますので、参考としてください。

それでは、説明資料の新旧対照表をご覧ください。

はじめに、第１条の改正は、地方自治法第158条第１項の規定に基づき、町長の権限

に属する事務を分掌させるため、新たに新型コロナウイルスワクチン接種対策室を設置

するものであります。

次に、第２条の改正は、新たに設置する新型コロナウイルスワクチン予防接種対策室

の事務分掌を定めるものであります。

議案書15ページにお戻り願います。

この条例の附則であります。

この条例は、令和３年３月１日から施行するとするものであります。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し

上げます。

●議長（堀議員） これより、質疑を行います。

（な し）

●議長（堀議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり承認することに決しました。

●議長（堀議員） 日程第13、議案第１号 令和３年度厚岸町一般会計予算、議案第２号
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令和３年度厚岸町国民健康保険特別会計予算、議案第３号 令和３年度厚岸町簡易水

道事業特別会計予算、議案第４号 令和３年度厚岸町下水道事業特別会計予算、議案第

５号 令和３年度厚岸町介護保険特別会計予算、議案第６号 令和３年度厚岸町後期高

齢者医療特別会計予算、議案第７号 令和３年度厚岸町介護老人保健施設事業特別会計

予算、議案第８号 令和３年度厚岸町水道事業会計予算、議案第９号 令和３年度厚岸

町病院事業会計予算、以上９件を一括議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） ただいま上程いただきました議案第１号 令和３年度厚岸

町一般会計予算から議案第７号 令和３年度厚岸町介護老人保健施設事業特別会計予算

について、お配りしております提案理由説明書のとおりでありますので、ご審議の上、

ご承認いただきますようよろしくお願い申し上げます。

●議長（堀議員） 水道課長。

●水道課長（髙瀬課長） 続きまして、議案第８号 令和３年度厚岸町水道事業会計予算

の内容について、提案理由の説明書のとおりでございますので、ご審議の上、ご承認い

ただきますようよろしくお願いいたします。

●議長（堀議員） 病院事務長。

●病院事務長（星川事務長） 続きまして、議案第９号 令和３年度厚岸町病院事業会計

予算について、お配りしております提案理由説明書のとおりでございますので、ご審議

の上、ご承認いただきますようよろしくお願い申し上げます。

●議長（堀議員） 本９件の審議方法について、お諮りいたします。

本９件の審議については、議長を除く11人の委員をもって構成する令和３年度各会計

予算審査特別委員会を設置し、これに付託し、会期中に審査いたしたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本９件の審議については、議長を除く11人の委員をもって構成する令和３年

度各会計予算審査等特別委員会を設置し、これに付託し、会期中に審査することに決定

いたしました。

本会議を休憩します。

午後１時20分休憩
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午後１時25分再開

●議長（堀議員） 本会議を再開します。

日程第14、議案第10号 令和２年度厚岸町一般会計補正予算、議案第11号 令和２年

度厚岸町国民健康保険特別会計補正予算、議案第12号 令和２年度厚岸町簡易水道事業

特別会計補正予算、議案第13号 令和２年度厚岸町下水道事業特別会計補正予算、議案

第14号 令和２年度厚岸町介護保険特別会計補正予算、議案第15号 令和２年度厚岸町

後期高齢者医療特別会計補正予算、議案第16号 令和２年度厚岸町介護老人保健施設事

業特別会計補正予算、議案第17号 令和２年度厚岸町水道事業会計補正予算、議案第18

号 令和３年度厚岸町病院事業会計補正予算、以上９件を一括議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） ただいま上程いただきました議案第10号 令和２年度厚岸

町一般会計補正予算から議案第16号 令和２年度厚岸町介護老人保健施設事業特別会計

補正予算について、お配りしております提案理由説明書のとおりでございますので、ご

審議の上、ご承認いただきますようよろしくお願い申し上げます。

●議長（堀議員） 水道課長。

●水道課長（髙瀬課長） 続きまして、議案第17号 令和２年度厚岸町水道事業会計補正

予算の内容について、提案理由説明書のとおりでございますので、ご審議の上、ご承認

いただきますようよろしくお願い申し上げます。

●議長（堀議員） 病院事務長。

●病院事務長（星川事務長） 続きまして、議案第18号 令和２年度厚岸町病院事業会計

補正予算（３回目）について、お配りしております提案理由説明書のとおりでございま

すので、ご審議の上、ご承認いただきますようよろしくお願い申し上げます。

●議長（堀議員） 本９件の審議方法について、お諮りいたします。

本９件の審議については、議長を除く11人の委員をもって構成する令和２年度各会計

補正予算審査特別委員会を設置し、これに付託し、会期中に審査いたしたいと思います

が、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本９件の審議については、議長を除く11人の委員をもって構成する令和２年
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度各会計補正予算審査等特別委員会を設置し、これに付託し、会期中に審査することに

決定いたしました。

本会議を休憩します。

午後１時28分休憩

午後１時33分再開

●議長（堀議員） 本会議を再開します。

日程第15、これより、一般質問を行います。

質問は、通告順によって行っていただきます。なお、厚岸町議会会議規則第61条第５

項の規定により、一般質問の時間は答弁を含め60分以内となっております。５分前には

ベルを鳴らし合図をいたします。

はじめに、６番、佐藤議員の一般質問を行います。

６番、佐藤議員。

●佐藤議員 先に御提出をいたしました通告に従い、御質問をさせていただきます。

今回の私の質問は、任期満了に伴う町長選挙についてと、それに関連する質問であり

ます。

本年、平成13年の初当選から５期20年の任期満了を迎えられます。当時振り返って、

私も議員の補欠選挙に立候補をしたことから、当時を鮮明に記憶をいたしております。

若狹町長には、この５期20年の町政運営に当たり、少し振り返っていただき、厚岸町の

確かな未来について、どのような思いで取り組まれましたでしょうか。お聞かせをいた

だきたいと思います。

昨今、日本全体が人口減少社会を迎えています。厚岸町もその例外ではありません。

かつて、２万人超の人口は、現在9,000人余りとなりました。人口を増加させることは

難しい課題でありますが、厚岸町も町政執行120周年を迎え、今後も厚岸町が厚岸町と

してあり続けなければなりません。そのためには基幹産業の振興、交流人口の拡大によ

る観光振興あるいは子育て支援、千島海溝沿いでの巨大地震に対する防災対策、福祉対

策の充実等々、様々考えられるところでありますが、５期20年の貴重な経験を踏まえ、

今後の取り組むべき課題をどのようにお考えでしょうか。お伺いをさせていただきま

す。

この20年、財政も厳しい中、特に近年は住民要望も多く、全てに応えることは難しい

時代にあって、取捨選択の中で様々な政策の実現に努めてこられましたことに、心から

敬意を表するところであります。思い出すままで大変恐縮に存じますが、町長就任以

降、味覚ターミナルの累積赤字の解消、真龍小学校の建て替え、太田活性化施設の建

設、津波避難階段の整備、消防本部庁舎の高台移転、しんりゅう保育所の移転、また現

在進捗中のあっけし保育所や消防第２分団庁舎の建設、基幹産業の一つである漁業の課

題を見据えた衛生管理型漁港の整備、厚岸町の将来を担う子ども・子育て支援対策の拡

充、長年の悲願でありました厚岸道立自然公園の国定公園化も実情決定し、道東道尾幌
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糸魚沢間道路も着工に向けて現在進行中であります。その実績は高く評価をされるとこ

ろであります。

町長任期も４カ月余りとなりました。厚岸町のリーダーを選ぶ町長選挙は町民の高い

関心事であります。この５期20年の経験と、そして実績を踏まえ、ふるさと厚岸町のさ

らなる発展のため、６期目に向けて厚岸町を愛する町長の熱い思いをぜひ表明していた

だきたいと思います。

以上でございます。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） ６番、佐藤議員のご質問にお答えいたします。

「任期満了に伴う町長選挙について」のうち、（１）の５期20年の総括について、

「平成13年の初当選から５期20年の任期満了を迎えるが、厚岸町の確かな未来につい

て、どのような思いで取り組まれたのか」についてでありますが、私は「政治こそが愛

する郷土の発展と、人々の幸せをもたらすもの」との固い信念を持ち、故郷、厚岸町の

ために役に立ちたいとの思いから、平成13年６月の町長選挙において、町民の皆様から

温かいご支援を賜り、町長に就任させていただきました。

以来、本年７月12日で、私の５期目の任期満了を迎えます。

町長として20年、何よりも大好きなこの厚岸町を「もっともっと元気なまちにしてい

きたい」１期４年ごとに、その「初心」と「原点」を一時たりとも忘れることなく、町

民の皆さんの幸せと、厚岸町の発展のため、まちの将来をしっかりと見据え、全身全霊

で職務に力を注いでまいりました。

この間、町議会議員各位や町民の皆様の温かいご協力により、着実に町政を進めるこ

とができましたことに、心から感謝を申し上げます。

続いて、（２）の「今後の厚岸町の取り組む課題」についてでありますが、先日、令

和３年度の町政執行方針を申し上げたところでありますが、昨年４月からスタートさせ

た「第６期厚岸町総合計画」、「第２期厚岸町未来創生総合戦略」が２年目を迎え、こ

れらに掲げた施策や取組を総合的に実行することを基本としながら、まず、依然として

収束のめどが立たない新型コロナウイルス感染症は、今後も町民の日常生活や地域経済

にさらに多大な影響を及ぼす恐れがあると考えます。

町民の日常生活や地域経済を維持し、将来へつなげていくためには、引き続き感染防

止対策を徹底するほか、ワクチン接種の適切な実施に向けた体制を整備するとともに、

必要に応じた経済対策を講じてまいります。

次に、防災・減災対策の強化であります。

東日本大震災から10年が経ち、全国各地で大規模な自然災害が発生している中、昨年

４月に内閣府の中央防災会議が公表した予測では、千島海溝沿いの巨大地震が発生した

場合、厚岸町付近では震度７の激しい揺れが起こるとされております。

私に課せられた最大に使命は、地域に暮らす人々の命と暮らしを守ることでありま

す。喫緊の課題である防災・減災対策をさらに進め、安全・安心なまちづくりに、しっ

かりと取り組んでまいります。
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次に、人口減少対策であります。

昨年実施した国勢調査では、現段階の独自集計によると、少子化や転出超過から、人

口が8,893人と9,000人を割る見通しとなっていますが、本年１月に総務省が発表した住

民基本台帳に基づき、転入転出の人口移動状況を表す2020年人口移動報告では、これま

で町独自で積極的に実施してきた子ども医療費の無料化、小中学校児童生徒の給食費や

保育所・幼稚園の保育料の無償化などの子育て支援策が功を奏し、子育て世代となる20

歳代から40歳代で転入超過となり、全体では、毎年100人を超える転出超過であったも

のが、昨年は９人でありました。

今後も人口減少に歯止めをかけ、町の活力を高めていくために、積極的に子育て支援

策と移住定住策を進めてまいります。

次に、「観光振興」の推進であります。

私が長年にわたり力を注いできた「厚岸道立自然公園」の国定公園化は、今月「厚岸

霧多布昆布森国定公園」として誕生いたします。

国定公園化による、全国的な知名度向上や、周遊ルートの構築、さらに観光関連施設

の整備を進めることで、釧路町、浜中町、標茶町の４町にわたって増加が期待される関

係人口の活用を図り、観光産業と地場産業の活性化につなげてまいります。

次に、「産業振興の推進」であります。

水産業と酪農業を基幹産業とする当町は、これまでも「町政の最重要課題」として様

々な対策に取り組んできましたが、今後も地域資源を活かした活力ある基幹産業の振興

にさらに取り組んでまいります。

また、天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ、令和５年に当町で開催する、地域の水産物を

全国に知らしめ、その経済効果も大きいとされる「全国豊かな海づくり大会」の実施に

向け、北海道や厚岸漁業協同組合と連携し、各種事業の実施など、万全な準備を進めて

まいります。

このほか、北海道横断自動車道根室線「尾幌糸魚沢道路」の早期完成など、多くの町

政課題について、厳しい行財政環境の中ではありますが、厚岸町の新時代を切り拓き、

町民の皆さんが心から誇りを持てる町を目指すため、諸施策の実現に全力を注いでまい

ります。

続いて、（３）の「残りの任期も４カ月余りとなった。厚岸町のリーダーを選ぶ町長

選挙は町民の関心事であるが、厚岸町を愛する若狹町長の熱い思いを伺いたい」につい

てでありますが、去る１月30日に、私の後援会から、次期町長選挙への出馬の要請を受

けたところであります。

私といたしましても、新型コロナウイルス感染症が町民生活にこれまでにない大きな

影響を及ぼしている中、これまで実施してきた様々な施策や事業が、将来の厚岸町発展

の鍵を握るものであり、これらの施策をさらに進めていくことが、現職の町長である私

の使命であります。

私の今日まで培ってきた政治家としての経験と人脈を最大限に活かし、気力と体力を

さらに奮い立たせ、もっと豊かな、もっと元気な「みんなの“あっけし”新時代の創造

に向かって」町の未来を切り拓いてゆく覚悟であります。６月13日に予定される町長選

挙に、６選を目指して挑戦し、さらなる意欲を持って、これからのまちづくりの舵取り
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をいたしたいとの決意をさせていただきます。

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます。

以上でございます。

●議長（堀議員） 以上で、佐藤議員の一般質問を終わります。

次に、５番、南谷議員の一般質問を行います。

５番、南谷議員。

●南谷議員 通告に基づき、４項目について一般質問いたします。

はじめに、コロナウイルス感染対策についてです。コロナウイルス感染は、釧路町で

クラスターが発生、３月４日29名、５日９名、そして昨日は20名の感染者が発生する猛

威をふるっております。

ワクチン接種について、国の方針が刻々と変わり、厚岸町の接種準備も大変だと思い

ますが、町民は接種について副反応こともあり、強い関心を持っております。

そこで、３点についてお尋ねをいたします。

１点目です。本町のワクチン接種対象者の範囲や実施時期、また、その対応について

お尋ねいたします。

２点目、心和園や町内グループホーム入所者の接種と、そこで働く人たちの接種はど

のようになりますか。

３点目です。これまで２番石澤議員が継続して一般質問しております厚岸町でＰＣＲ

検査ができないかです。町ではＰＣＲ検査は困難という答弁でありました。町民は夜家

族が高熱を出したときなど、コロナに感染したのではと不安になり、眠れず、不安な夜

を過ごしています。厚岸町がＰＣＲ検査を実施することで、早期判定がなされ、早く安

心することができます。ぜひ、実施すべきと考えますがいかがでしょうか。

心和園の施設老朽化対策について質問いたします。

第８期令和３年度から５年度までの３カ年の厚岸町高齢者保健福祉計画、介護保険事

業計画案、この中に介護サービスの基盤整備と施設向上が掲げられ、入所施設整備が明

記、その課題として施設の老朽化があります。そして、今後の方針として施設の老朽化

対策を検討するとあります。具体的にどのような検討をなさるのかお尋ねいたします。

厚岸霊園整備についてです。現在、お墓までの車の出入りは駐車場を通り、管理棟と

管理棟前広場を迂回しなければなりません。管理棟前広場の南西側の角のインターロッ

キングを撤去し、霊園内の車道へ直結し、利便性をよくすべきと考えますがいかがでし

ょうか。

また、平成26年第４回定例会において、私は利用者に優しく利用しやすい長期展望に

立った計画整備が必要ということで一般質問をしております。今後、整備計画はどのよ

うになっていくのかお尋ねいたします。

アッケシソウについてです。本町はアッケシソウの保護・保全を目的に令和２年度44

0万円で測量調査をチカラコタンにおいて実施されました。その内容についてお尋ねい

たします。また、この調査を踏まえ、今後どのように取り組まれるのかお尋ねいたしま

して、１回目の一般質問といたします。
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●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） ５番、南谷議員のご質問にお答えいたします。

１点目のコロナウイルス対策についてのうち、（１）の「ワクチン接種の対象者の範

囲や時期とその対応」についてでありますが、新型コロナウイルスワクチン接種につい

て、始めに対象者の範囲は、市町村に長期間入院または入所しているなどのやむを得な

い事情から、当該市町村で接種を受けることになる方を除き、原則、町内に居住する方

にあって、最初に供給される予定のファイザー社のワクチンであれば16歳以上の方とな

ります。

次に、時期については、当初の実施スケジュールでは、３月中旬までに高齢者への接

種クーポン券を郵送した上、国による重症化リスクの大きさなどを踏まえた接種順位の

考え方に基づき、始めに「医療従事者等」とされる介護老人保健施設を含む町立厚岸病

院と町内民間病院で従事する職員、消防職員、集団接種会場で従事する職員への接種を

３月中に、その次に高齢者への接種を４月12日から６月または７月までに、その次に高

齢者への接種と一部並行して基礎疾患を有する方と高齢者、障がい者の入所施設とグル

ープホームの従事者への接種を、また、この間に高齢者以外への接種クーポン券の郵送

を行い、その後にそれら以外の方への接種を行うことにしておりました。

しかし、国からの近時の事務連絡では、高齢者への接種のためのワクチン配分につい

て、北海道に、４月５日の週に２箱、390バイアル、12日の週に10箱、1,950バイアル、

19日の週に同じく10箱、1,950バイアルの合わせて22箱、4,290バイアルを出荷できる見

込であること、この数量を用いて接種を行う市町村の選定を行うとの依頼と、４月26日

の週から、全国全ての市町村に行き渡る数量を配送したいとの記者会見における大臣発

言概要の記載はありましたが、４月19日までに北海道に配送される見込のワクチンは、

回数にして２万1,450回分、人数にして僅か１万725人分にしかならず、当町への配分は

ゼロかあっても微量と予測され、また、その後、国や北海道からの詳細な情報も来てい

ないため、全体の実施スケジュールが見通せない現状となっております。

なお、近時の報道を勘案し、４月26日の週から順次対象者数に見合った数量が供給さ

れたとしても、高齢者への接種クーポン券の郵送が４月中旬以降、医療従事者等への接

種が３月または４月に、高齢者への接種が早くても５月の連休明けとなると考えており

ます。

また、対象者数に見合った数量が確保できない場合については、接種において、年齢

を細分して行う必要があると考えております。

次に、その対応について、接種方法は、社会福祉センターと保健福祉総合センターに

おける集団接種と、町立厚岸病院と町内民間病院における個別接種によって行います。

集団予防接種は、事前に接種対策室に希望日時を予約した上、移住地域に関わらず、

希望に応じて、いずれの会場でも受けることができます。個別接種について、町立厚岸

病院では、事前予約を行った上、当病院での接種を希望するかかりつけの患者さんを基

本に行うとしております。

また、町内民間病院では、事前予約を行った上、かかりつけの患者さんに限らず、当
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病院での接種を希望する全ての方を対象に行うとしております。

次に、（２）の「心和園や町内グループホーム入所者の接種とそのこで働く人たちの

接種」についてでありますが、接種順位については、重症化リスクの大きさなどを踏ま

え、高齢者が集団で居住している施設の心和園やグループホームの入居者の接種が医療

従事者等の次、当該施設の従事者がその次になります。

また、接種の方法については、心和園の入所者は当該施設において嘱託医が、従事者

は集団接種または個別接種のいずれかで、町内のグループホームの入居者は当該施設に

おいて町内民間病院の医師が、従事者は町内民間病院における個別接種で行われるもの

と想定しております。

次に、（３）の「ＰＣＲ検査を町で実施すべきでは」についてでありますが、ＰＣＲ

検査については、集団感染と重症化のリスクの大きさなどを踏まえ、高齢者施設と障が

い者施設において、検査を希望された従事者を対象に、町が検査に要する費用の全部を

負担して実施することとし、現在準備を進めているところであります。

対象施設は、高齢者施設が入所施設１箇所、グループホーム２箇所、通所施設３箇所

の計６箇所、障がい者施設がグループホーム１箇所、通所施設５箇所の計６箇所の合計

12箇所とし、全ての施設が実施を希望されております。

対象者は、町外居住者を含む全ての施設の従事者とし、対象者数は、高齢者施設130

人、障がい者施設40人の計170人を見込んでおります。

期間は、４月から従事者のワクチン接種が始まるまでとし、回数は、月１回、高齢者

施設で５回、障がい者施設で７回を予定しております。

検査方法は、検査キットによる唾液検査を各施設において行うこととし、陽性者が確

認されたときに必要な医師によるオンライン診療と保健所への発生届出までを行う民間

業者へ委託することにしております。

なお、期間については、施設ごとの従事者の接種状況に応じて、延長または短縮する

こととしております。

続いて、２点目の心和園の施設老朽化対策について「具体的にどのような検討をされ

ますか」についてでありますが、厚岸町立特別養護老人ホーム心和園は、昭和56年に多

床施設50床で開設し、平成９年に短期入所施設10床を、平成22年に短期入所施設10床と

ユニット型18床を増築して現在に至っております。

施設の維持管理については、これまでも随時必要に応じた補修を行ってきましたが、

特に多床室部分は、築後40年の経過から老朽化が著しく、近年では、利用者の生活に直

結する浴室や給湯設備などの修繕が余儀なくされていることからも、対策の必要性は十

分認識しているところであります。

このため、昨年来、指定管理者である社会福祉協議会と、施設の現状や課題を整理し

ているところであり、この意見を踏まえながら、町として、令和３年度中に今後の方向

性を定めてまいります。

続いて、３点目の厚岸霊園整備についてのうち、（１）の「管理棟前広場の南西側角

のインターロッキングを撤去し、霊園内の車道への通行を可能にし、利便性をよくする

べきではないか」についてでありますが、厚岸霊園は、平成27年度に、墓参者の方々の

利便性を考慮し、霊園駐車場から管理棟の裏側を通り抜ける管理道を解放し、墓所区画
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の隣に駐車スペースを設けて、車の乗り入れができるようにしました。

ご質問については、利用者の声と受け止め、さらに利便性がよくなるよう動線も考慮

し、管理棟前を通行できるルートを検討してまいります。

次に、（２）の「厚岸霊園の整備計画について、利用者にやさしく、利用しやすい長

期展望に立った計画・整備が必要と思うが、今後の整備はどのようになるのか」につい

てでありますが、現在の墓所の使用状況は、総数143区画のうち、使用数95区画で、48

区画が残っております。

過去３カ年での新規使用許可件数は１件、反対に墓じまいの件数が４件となってお

り、新規に利用される人より、墓じまいされる人のほうが多い状況となっております。

このことからも、早急に今後の人口推移や利用実態、利用ニーズなどを調査した上

で、早期に長期展望を踏まえた整備計画の見直しを行ってまいります。

４点目の「アッケシソウについて」は教育長から答弁があります。

以上でございます。

●議長（堀議員） 教育長。

●教育長（酒井教育長） 私からは「４、アッケシソウについて」お答えします。

（１）の「本町はアッケシソウの保護・保全を目的に令和２年度に440万円で測量、

調査をチカラコタンにおいて実施されました。その内容は」についてでありますが、令

和２年度のアッケシソウ保護増殖事業としてチカラコタン地区での栽培地造成のための

測量設計を行いました。

現地の踏査、汐の満ち引きに伴う水位の測定、網走市卯原内でのアッケシソウ再生に

尽力された東京農業大学准教授との協議や助言を踏まえた造成地の測量・設計が実施の

内容であります。

次に、（２）の「調査を踏まえ今後どのように取り組まれますか」についてでありま

すが、今年度の測量、設計に基づき令和３年度では厚岸湖水が自然流出入する栽培地の

造成を行う予定で、令和４年度からの栽培を目指します。

また、今後はチカラコタン地区での栽培を確立させ新たな栽培地への増殖拡大を進め

たいと考えております。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 ワクチン接種についてです。接種方法は集団接種と、さらにはかかりつけ医

院のある人は町立厚岸病院と田中医院で、医師の判断で各々個別接種ができる。また、

田中医院では本人の希望があれば、応じて、予約をした上で接種が可能であるという理

解をいたしましたが、よろしいですか。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 議員、さらには町長１回目の答弁をしたとおりでございます。
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●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 当初、集団と疾病のある方と、こう二つだったのですけれども、田中医院さ

んのほうでは希望者も受けれるという理解をさせていただきました。

次にまいりますけれども、妊娠中の方、それから授乳中の方、そして本町に住んでい

る水産加工場や太田で働いている外国人の方々の対応はどのようになりますか。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） まず、町内の民間医院につきましては、当然医師が１名でござ

いますので、人数には限りがありますけれども、かかりつけの患者さん以外でも接種を

していただけるということで先日お話をしてまいりました。

それと、今のご質問でありますが、まず妊娠中の方につきましては、予防接種法上で

は一般の対象の方々に課せられている努力義務の適用外とされておりますけれども、授

乳中の方も含めて、希望した場合、いずれの方も接種を受けることは可能です。特に妊

娠中の方につきましては、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高いとの報告も

ございますので、可能であれば受けられたほうがよいのではないかというふうに考えま

す。ただし、妊娠中の方については、当然、普通と違う体の状態でありますから、あら

かじめ主治医に相談されることが望ましいと考えます。

また、いずれの方も実際の接種の可否につきましては、他の方々と同様、接種時に行

われる予診、これは集団接種であっても個別接種であっても同じですけれども、予診に

おいて判断されるということになります。

なお、接種順位につきましては、優先はされておらず、最後の４番目で一般の方々に

含まれることになります。

次に、町内に居住している外国人労働者の方々につきましては、住民基本台帳に登録

がされておりますので、他の町民と同様に接種クーポン券が郵送されます。ですから、

希望した場合は接種を受けることができます。なお、接種順位につきましては、妊娠中

の方、授乳中の方と同様、最後の４番目で一般の方々に含まれることになります。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 医師、看護師の確保など、接種体制、大変輻輳してきています。逆に一発集

団とかではないわけですよね。今度。そうなると、医師のほう、看護師のほうの、これ

から確保するという議員協議会での説明でありましたので、接種体制大丈夫でしょう

か。

●議長（堀議員） 新型コロナウイルスワクチン接種対策室長事務取扱副町長。

●副町長（會田副町長） 議員協議会、当時の議員協議会の中では、現在、医師、看護師
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につきましては、現在の町立病院の医師ではなく、他に雇用を行ってということでの説

明をさせていただきました。現在、医師１名、看護師３名につきましては、何とか確保

することができました。さらに、町内民間医院の医院長のほうから、集団接種において

日曜日または祝日等々に行う場合には当院の、その民間医院の看護師を含めて、全面的

なご協力をいただけるというお話もいただいておりますので、その今回の臨時の医師の

平日、さらには民間医院の協力を得ての日曜日等々もスケジュールに組み入れることが

できるのではないかということで考えております。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 ただいま議長のほうから、指名のときに聞いたのですけれども、接種に当た

りまして、町民の周知を含め、課題が本当に多々あろうと推定されますけれども、副町

長がワクチン接種対策室長に就任され、しっかり取り組んでいただけるものと考えてい

ますがいかがでしょうか。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） なかなかワクチンの供給量が未だに見通せない中で、またこう

いった大がかりな事業というものも、それぞれの市町村同様だと思いますけれども、多

々、今後も課題は出てくるものと思いますが、何とか町民にできるだけ分かりやすい周

知を行うとともに、万全の実施体制を構築して、円滑な実施を図ってまいりたいと考え

ております。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 ＰＣＲ検査の実施でございます。ただいまの答弁で、今までよりも一歩踏み

込み、町独自の施策として心和園と町内グループホーム等で働いている人たちは、各

々、その職場で実施をしていただける。財源はどうなるのでしょうか。きっと交付税措

置されるのではないかという理解をしたのですが、いかがでしょうか。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 今回、かかる費用につきましては、このたび国から通知がされ

た臨時交付金で一切を賄うということにしております。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 ＰＣＲ検査があればという思いで、今まで、今度は今回の一歩踏み込んでも

町民全体ではないのですよね。そういうある程度施設で働く方々のＰＣＲ検査。一般町

民は対象外となっておるわけでございます。町民の中には夜発熱し、病院で電話した
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ら、発熱直後は来ないでください。町立病院ではコロナ患者は診ないとの風評が立って

おります。私も二、三耳にいたしました。決して病院では抗原検査を実施して対応して

いるし、適切な対応をされていると思いますが、いかがでしょうか。また、町立病院の

感染判定を抗原検査でやっているのですけれども、その後、若干進歩してきているのだ

という話も聞いているのですけれども、町立病院の感染判定取組について、改めてお尋

ねをさせていただきます。

●議長（堀議員） 病院事務長。

●病院事務長（星川事務長） 私のほうから、この新型コロナウイルス感染症の検査につ

いてご説明させていただきます。

ただいま、議員のほうから説明ありました抗原検査でございますけれども、この抗原

検査は、昨年の10月から当院で実施してございます。そういった中で、この検査の流れ

でございますけれども、基本的にこの検査を実施する当初の段階では、発熱症状があっ

てから24時間以上経たないと検査ができないという検査の対応でございました。これ

は、この10月という時期につきましては、ちょうどインフルエンザが流行る状況の時期

と重なるということで、我々病院のほうではこのインフルエンザと新型コロナの二つを

同時にできる検査キットを用いて、この検査を実施してきたという経過がございます。

そういった関係もございまして、発熱直後は検査できないということもございますの

で、そういった制限がございましたけれども、現在、新型コロナウイルスの感染症の抗

原検査につきましては、この発熱症状の部分がとっぱられて、いかなる場合も検査がで

きるというような検査方法に今は変わってございます。

しかし、現在もインフルエンザの流行時期ということが重なっておりますので、この

インフルエンザの検査も発熱してから24時間経たないと検査ができないということなも

のですから、そういった制限がちょっとかかっているというようなことでございまし

て、そういった中でも最近は発熱症状がある方につきましては、事前に当院へ連絡して

いただくということが多くなってございまして、大変当院にとっても、患者さんにとっ

てもスムーズな受診体制が取れますので、非常によろしい流れなのかなと思ってござい

ます。

そういった中で、実際的には看護師のほうでその電話を取ったときに、その症状を聞

いた上で、発熱直後であったらちょっと待っていただくですとか、あとはその発熱の状

況が高熱であったりとか、そういったときについては、そのときそのときの症状に応じ

た対応というのが必要になってきますので、今現在はそういうことを聞き取りながら説

明していっているというふうになってございます。

いずれにしても、患者を制限するですとか、そういったことをしているわけではなく

て、その症状にあった適切な対応をさせていただいているということでございます。た

だ、これはしばらくインフルエンザの時期が、今インフルエンザ自体は幸いなことに発

症者はゼロでございますけれども、これがある程度落ち着いて、インフルエンザの流行

期が終わって、コロナの状況だけとなってきますと、また対応は若干変わってくるのか

なとは想定してございますけれども、いずれにしましても、事前に連絡いただくことが
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大変患者にとっても有効な手続きなのかなと思いますので、そういったことにも保健福

祉課のほうとも調整しながら周知もしていきたいと考えてございます。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 心和園の施設老朽化対策です。検討のスケジュールなのですけれども、答弁

では、令和３年度は社協と協議を進めますよと。令和４年度以降のスケジュールはどの

ようになっているのか、想定しているのかというのをお伺いをさせていただきます。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） お答えさせていただきます。

今後、施設の規模ですとか、場所ですとか、財源も鑑みなければいけませんけれど

も、一般的にその後、基本設計、実施設計、それからそれを踏まえて着手から完成とい

う運びになろうかと思いますけれども、令和４年度以降はこれらを考え、数年必要と想

定いたします。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 今、今年１年かけて協議をして方向性を探るということなのでしょうけれど

も、老朽化も避けられない実態にある。何とかしなければならない状況にあるというこ

とで、何らかの対策をするという前提に立ってお尋ねをさせていただきます。

現状でも心和園の入所は介護度３の方でも50人ほど入所待ちしているのが実態にあり

ます。本町の高齢者の将来人口推計は、若干減少傾向にありますけれども、85歳という

のですか、80歳以上の方々は長命化してきているものですから、むしろ下がってはいな

いのです。私もこの人口推計見せてもらったのですけれども、その年齢層は、今後若干

むしろ増えるような実態にあります。そういう問題が一つあると。

さらには、今日介護施設入所に対する考え方、理解が深まりまして、自らも施設入所

要望が、これからももっと将来は入所しなければなと、したいなと、こういう要望が高

まってきております。現有施設での収容は、私は困難になるのではないかと判断いたし

ます。早期に増床対策が必要と考えますがいかがでしょうか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） 今、心和園の待機者につきましては、約60名ほどいらっし

ゃいます。今後、修繕は当然随時執り行っていく予定ではございますけれども、改築、

新築に当たりましては、増床になるのかどうかというものも含めて、今後、議員おっし

ゃるとおり人口推計を踏まえながら、ベッド数と申しますか、その数を決めていきたい

と思います。それが現状維持になるのか減らすのか増床かというところにつきまして

は、今お答えしかねるところでございますので、ご理解願いたいと思います。
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●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 私は、かつては将来厚岸町の人口推計下がるから大きくはいらないだろう

と、そういう認識に立っていました。ですけれども、今日、今述べましたように、実態

からすると当面は足りなくなってくるのではないのかなと強く感じます。その辺も含め

て検討していただきたいと思います。

その上で、先ほど説明がありました。答弁がありました。設計、実施設計、改修をさ

れるということなのでしょうけれども、立地条件なのです。心和園は昭和56年築、多床

室、それから平成３年に建てられましたデイサービス、それから１番新しいユニット、

この三つから建物がなっていて運営をされております。新たに全ての施設を高台に移転

することが１番望ましいのでしょうけれども、私は財源的に非常に厳しいと思います。

せっかくつくったユニットを使えないようにしてまで新しいものにとはならないと思い

ます。そういう意味では、今の老朽化している施設、デイサービス等をどこかに移転と

いうことになると、最低でも２箇所の運営ということになると、これは運営上、デメリ

ットになってしまうのではないのかなと。そうすると、現有場所にある程度施設設計を

立てていかなければならないのではないのかなと私は判断するのですが、この辺も含め

て、町長はどのように考えているのかお尋ねをさせていただきます。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

今、質問者が言ったとおりなのです。私も前向きに今検討中でございます。しかしな

がら、諸課題がそのようにあるという現実の中で、どういう方法が１番いいのか、本当

に今、指定管理者、社協との打ち合わせをしながら、いろいろとその検討をいたしてお

ります。本年度からもう既に検討に入っているわけですが、そういう結果をもう１年や

らしていただきたい。それが令和３年度中です。そういうことで、前向きに今検討中で

ございますので、特に現在地は浸水地域になっているのです。そういうことを考えます

と、安全ということを第一に考えた場合に、裏山に逃げるようにも対応しております

が、しかしながらもっと安全な地帯がいいと、私はそう思っておりますが、ご指摘があ

ったとおりなのです。財政的な問題があります。ユニットと一般棟の多床室の関係等あ

るわけでございまして、そこが大きなネックになっておりますので、どうか前向きに検

討中でございますので、この点についてはご理解をいただきたいと思います。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 霊園整備についてお尋ねいたします。今年度は改修は無理だと判断をさせて

いただいた。私は少なくてもお盆くらいまでにでも応急処置でと思ったのですけれど

も、答弁ではむしろ管理棟の前、ロッキングというのですか、この辺の道路をスムーズ

にきちんとした整備をしていくと。そうすると財源のこともあるから、きちんとした町
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道からのスムーズな道路、そしてできれば管理棟の前の水を汲みに行くのも便利、その

前で止まれるような、こういう改修工事をしていただけると推測をしたのですがいかが

でしょうか。

●議長（堀議員） 環境林務課長。

●環境林務課長（鈴木課長） お答えさせていただきます。

この改修工事には数百万円程度かかるというような推計がされております。このこと

からも一時的な改修ではなくて、全体的なレイアウトを考えながら改修させていただき

たいと思っております。なるべく早期に実施していきたいと考えておりますので、ご理

解願います。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 今、その指摘している部分は道路の関係だけなのです。長期展望に立った整

備計画、答弁にもありました。当初、この霊園を１番先に整備したときは人口も多くて

大規模なものでした。その後の実態というか、あそこに霊園ができていて、あの桜通り

過ぎていってあの霊園通りの辺が道路からも見えます。そういう意味では、やはり霊園

の整備というのは長期計画、見直す必要があると私は思います。そういう意味では、利

用者に優しくて、霊園としてみすぼらしいのではなくて、厚岸町の霊園だよと、遊園地

というのではないですけれども、町民が魅力を霊園に持っていただけるような、そうい

う計画、整備が必要ではないかと考えるのですがいかがですか。

●議長（堀議員） 環境林務課長。

●環境林務課長（鈴木課長） お答えさせていただきます。

ただいまの厚岸霊園につきましては、平成５年から供用開始しておりまして、既に27

年間、経過しております。当初、全体計画では785区画ほどの大きな霊園を目指してお

りましたけれども、現状では町長の答弁にもございましたけれども、総数143区画整備

しておりますけれども、まだ48区画が残ってございます。また、近年の状況では新規に

使用される人よりも墓じまいされる方が多いというような状況でもございます。このこ

とから、町民のニーズ等をしっかり踏まえて、早急に改めて整備計画を検討していきた

いと思っておりますので、ご理解願います。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 アッケシソウについてお尋ねをさせていただきます。令和３年度、新しい事

業計画書をいただいたのですけれども、令和３年度、1,879万9,000円の計上でありまし

た。チカラコタンに栽培地を造成するということの答弁でございます。令和３年度、今

年度そのような造成、巨額をかけて造成されるのですけれども、まず今後のスケジュー
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ル、計画のスケジュールというのですか、今年は造成しますと。スケジュールについて

今後どういうふうになっているのかお伺いをさせていただきます。

●議長（堀議員） 生涯学習課長。

●教委生涯学習課長（早川課長） お答えさせていただきます。

今後のスケジュールということですが、令和３年度に造成を行いまして、４年度に栽

培と回答をさせていただいております。この造成に伴って、この内容は、一応４区画ほ

どの造成をさせていただきます。１区画ずつ、例えば土壌面の高さ、水没するような水

没する位置、土壌面の高さを変えていく。それから山砂を入れていくというようなこと

をちょっと試させていただきまして、その中で安定した栽培をしていけるような方法を

確認していくというようなことを考えております。

ただ、その後、４年度に栽培をしましても、アッケシソウにつきましては１年草とい

うことで、１年経って翌年に同規模でまた栽培ができるのか、翌々年度にまた同じよう

な規模で栽培がしていけるのか、そういったことも土壌なんかの関係で安定した栽培を

していきたいと考えております。

これらの技術が栽培ノウハウを確立させた上で、改めてまた、並行しながら新たな栽

培地、増殖する場所がないかというようなことを進めていきたいと考えております。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 四つの区画つくると、それぞれ工程が違うと、高さが違う、海水引っ張るか

ら、それによって繁殖というのか、それから年度によって育成状況が変わってくる、こ

れらの調査をするという理解をすればよろしいですか。１年だけではなくて当面は。そ

して、最終的に新たに違うところに、例えば四つつくっているのだけれども、どの場所

が、どういう条件が１番いいということが分かれば、厚岸の湖内の中にそういう造成場

所というのですか、移転できるような、群生地が可能なものを考えていくべきだと私は

思うのです。そこら辺まで構想としては持っているのでしょうか。いかがでしょうか。

●議長（堀議員） 生涯学習課長。

●教委生涯学習課長（早川課長） 保護・増殖を目的としているというところでいきます

と、今回答させていただいたとおり、安定して栽培していけるようなことを進めたい。

なおかつその安定した栽培ができるようになった条件、これに合う場所、それから条件

を整える場所をきちんと増やしていきたいと思っております。ただ、これまで自生地域

が厚岸湖の奥地にありまして、なかなか人の目に付くような場所ではないということか

ら、できるだけ人の目に、町民の方が見えるような場所に増殖していければいいかなと

いうふうにも考えております。

そういった意味では、これまでも増殖地を何箇所か検討させていただいたのですが、

なかなか適用地というのがなかったという中で、まずはチカラコタン地区をやらせてい
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ただくというような経過がございます。なおかつ、これをさらに増やすという場合にお

いても、なかなかここ、ここと決められるということにはなかなかならないのですが、

それも並行してやはり進めたいとに思っております。

●議長（堀議員） ５番、南谷議員。

●南谷議員 私は厚岸町の町名が付いているアッケシソウが本当にポットで栽培されてい

る、何とも悲しい限りだと思います。今回、先ほどの答弁で東京農大網走の中村という

准教授だと思うのですが、卯原内の成功させた先生の、教授の協力を得て、保護・育成

に取り組まれる。ですから、１年ではなくて、造成した終わりだよと、こういうことで

はないと思うのです。ですから、保護・育成というのですけれども、厚岸町で自然と環

境に合った、そういう自然環境に合った造成できるような自然で、自らが生きていける

ような、そういうある程度手を加えながら、そういうものを造成していくと理解をさせ

ていただきました。

それには、非常にお金、それから長い時間かかると思うのです。いろいろと、１年で

答えが出てこないわけですから、そうするとお金と長い時間がかかる。根気強く継続し

た調査が必要だと思います。それなりに腹くくりをして、しっかり取り組んでいかなけ

ればならないのではないかと思うのですが、そういう思いをして今回これだけの費用を

投入されたと思うのです。この目的というのですか、今回これだけのことを取り組ん

で、今後に向けて取り組まれるわけですけれども、このアッケシソウを将来的にどうい

うふうに活用されていくのか。この辺も含めて説明を求めます。

●議長（堀議員） 生涯学習課長。

●教委生涯学習課長（早川課長） 保護・増殖していった場合にアッケシソウの活用をど

のようにというお問い合わせかと思います。教育委員会といたしましては、基本的には

やはり目的として厚岸町の名が付いたアッケシソウについて、もともとの自生地域、そ

れから新たに増殖をしていくということを合わせて、これらの活用そのものは、まずは

増殖の取組そのものを、まず町民の方に知っていただくような活動が必要かなと思って

おります。また、先ほど言っていたように、さらに増殖を進める中で、人の目に付くよ

うな場所、そういったことを考慮しながら進めたいというところもあります。

このチカラコタン地区での増殖につきましては、現在、車道が付いておりますので、

ここも十分見ていただけるような場所にもなるのかなとも思っております。まずはずっ

と継続して、アッケシソウが減ることがないように、増えていけるような取組を進めて

いきたいと思っております

●議長（堀議員） 以上で、５番、南谷議員の一般質問を終わります。

休憩といたします。

再開を午後３時30分といたします。
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午後２時46分休憩

午後３時30分再開

●議長（堀議員） 本会議を再開します。

次に、２番、石澤議員の一般質問を行います。

２番、石澤議員。

●石澤議員 先に提出した通告書に従って質問します。

最初に、ジェンダー平等についてです。男女共同参画基本計画の第５次計画が昨年12

月に閣議決定されました。職場における働き方・マネジメントの在り方を見直す契機に

なると言われています。町での男女共同参画はどこまで進んだのですか。また、これか

らどう取り組んでいきますか。

次に、役場や小中学校でのＬＧＢＴに対しての支援や取組はどうなっていますか。

次は、国民健康保険税についてです。

新型コロナ対策として、全国では９自治体が国保の傷病手当金を、11自治体が国保の

傷病見舞金を事業主まで対象と広げて支給することを決めています。町でも支給を考え

られませんか。

次、国保税が高いと感じる要因に「人頭税」と同じ均等割があります。独自に減免す

る自治体も出てきていますが、子どもの均等割の減免を考えられないですか。

３にパブリックコメントについてです。

町が考えているパブリックコメントの在り方を問いたいです。

町の施策について事前に町民の意見を求める根拠、目的意義をどのように捉え、行っ

てきましたか。

先頃実施された「第８期厚岸町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」、「第４期

厚岸町福祉計画」及び「第６期厚岸町障がい福祉計画」に対するパブリックコメントに

当たって、その準備、実施、意見集約に至る経過と結果を示してください。

これで１回目の質問を終わります。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） ２番、石澤議員のご質問にお答えいたします。

１点目のジェンダー平等についてのうち、（１）の「町での男女共同参画はどこまで

進んだのか。これからどう取り組んでいくのか」についてでありますが、町職場におけ

る取組としてお答えいたします。

町では、次世代育成推進法・女性活躍推進法に基づき策定した「厚岸町特定事業主行

動計画」において、女性職員の活躍を推進するための数値目標を設定しております。

具体的には、平成28年度から令和３年度までの間、新規採用者の女性の割合を30％以

上に、令和３年度までに一般行政職における管理職の女性職員の割合を10％以上に、係

長相当職の女性職員を平成27年度の41％を下回らないようにすることを目標としており
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ます。

令和２年４月１日現在、一般行政職のうち女性職員が占める割合は、新規採用職員で

50％、管理職で24.6％、係長相当職で30.2％となっております。

係長相当職が、管理職への昇任によって目標値よりもやや低くなっているものの、そ

の他の目標値はおおむね達成されております。

また、北海道が公表した平成31年４月１日現在の「道内市町村における男女共同参画

社会の形成または女性に関する施策の推進状況調査」の結果において、厚岸町は、職員

全体で女性職員の占める割合が、全道平均の35.9％に対し53.8％で、道内179市町村の

うち２番目、管理職の女性職員の割合が全道平均の7.8％に対し15.8％で、12番目と非

常に高い数値になっております。

これまでも厚岸町では、性別にかかわらない職員採用と、責任や能力に応じた昇任を

行ってきましたが、今後も「厚岸町特定事業主行動計画」に基づき、男女共同参画に通

ずる女性職員の活躍を推進するための取組を実施してまいります。

次に、（２）の「役場や小中学校でのＬＧＢＴに対しての支援や取組はどうなってい

るのか」についてでありますが、私からは、役場の状況についてお答えいたします。

これまで町職員から、ＬＧＢＴに関する相談はありませんが、職場として考えられる

支援や取組については、職員からの悩み事などに関する相談があった場合は、これに親

身になって応じるとともに、性的指向、性自認、差別、ハラスメントに関する知識と理

解を持った職員の養成が必要と考えております。

また、ＬＧＢＴに関する差別やハラスメントについては、既に職員研修においても触

れておりますが、今後ハラスメントがあったときには、他のハラスメントと同様に、相

談員や苦情処理委員会で適正に対処してまいりたいと考えております。

また、「体の性」と「心の性」が一致しないトランスジェンダーとなる職員から、そ

の勤務する施設の使用について相談があったときには、特にトイレや更衣室に関し、多

目的トイレの使用、既存の更衣室以外の場所の確保など、配慮してまいりたいと考えて

おります。

なお、小中学校の対応については、後ほど、教育長から答弁があります。

続いて、２点目の国民健康保険税についてのうち、（１）の「新型コロナウイルス対

策として、全国では、９自治体が国保の傷病手当金を、11自治体が国保の傷病見舞金を

事業主まで対象を広げて支給することを決めている。町でも支給を考えられないか」に

ついてでありますが、傷病手当金の支給制度は、もともと使用人に雇用されている方、

いわゆる被用者が休みやすい環境を整えるために創設されたものであります。

一方、国が支給対象としていない自営業者等は、被用者とは異なり、療養の際の収入

状況が季節などによって大きく異なる職種があるなど多種多様であることや、所得補償

として妥当な支給額の算出が非常に難しいなどの課題があるためであり、本町も、この

国の考えに倣い、支給対象にはしていないところであります。

このたび、被用者への傷病手当金の支給が６月まで延長されることとなりましたが、

当町としては、先の理由から、この延長の間に、自営業者等を対象に加える考えはあり

ません。

なお、昨年６月30日に、全国市長会が国に対し、支給対象者の拡大や支給対象額の増
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額を行うことを求めたところであり、町としては、その動向を注視してまいりたいと考

えております。

また、自営業者等への傷病見舞金の支給についても、自営業者等には、国の持続化給

付金などのほか、町が利息等の金額を補助する融資制度などの各種支援制度や、所得補

償とは異なるものの、新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少に対する一定の

条件を満たした場合における保険税の減免制度があることから、傷病手当金と同様、国

の考えに倣い、対象に加える考えはありません。

次に、（２）の「国保税が高いと感じる要因に「人頭税」と同じ均等割がある。独自

に減免する自治体も出てきているが、子どもの均等割の減免を考えられないか」につい

てでありますが、今国会において、子どもに係る国民健康保険料等の均等割額の減額措

置を導入するための「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一

部を改正する法律案」が提出されております。

減額措置の内容は、国民健康保険全世帯の未就学児に係る均等割保険料の５割を公費

で負担し、子育て世帯の経済的負担を軽減しようとするもので、例えば、７割軽減対象

の未就学児の場合、残りの３割の半分を減額することから、8.5割の軽減となります。

法律の施行日は、令和４年４月１日で、令和４年度から導入されます。

また、国と地方の交付負担の割合は、軽減する５割のうち、国が２分の１、都道府県

と市町村が各４分の１とされております。

このようなことから、町としては、保安が可決・成立し、交付された後の国の通知に

基づき、必要となる条例改正を行った上、令和４年度から施行してまいりたいと考えて

おります。

続いて、３点目のパブリックコメントについてのうち、（１）、アの「町の施策につ

いて事前に町民の意見を求める根拠、目的意義をどのように捉え行ってきたのか」につ

いてでありますが、パブリックコメントとは、「行政手続法」に基づく意見公募手続の

ことであり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るための一つの方法と捉

えております。

町では、条例等におけるパブリックコメントの定義やその具体的手続等の定めはあり

ませんが、町民との情報共有や町民が政策形成に参画できる機会の充実を図るため、各

種計画の策定段階において、パブリックコメントの手法を用い、広く町民への意見募集

を行っているほか、より効果のある取組として町民ワークショップを開催しておりま

す。

次に、イの「第８期厚岸町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画、第４期厚岸町地

域福地計画及び第６期厚岸町障がい福祉計画に対するパブリックコメントに当たっての

準備、実施、意見集約に至る経過と結果は」についてでありますが、このたびの計画策

定に当たっては、地域福祉計画の策定に当たり予定していたワークショップの開催を新

型コロナウイルス感染症感染防止のために見送りましたが、その他については、計画ご

とのアンケート調査と関係する団体や事業所との意見交換を実施するとともに、行政、

保健医療、福祉団体等で構成する「厚岸町保健・医療・福祉総合サービス調整推進委員

会」や障がい福祉サービス事業者、教育関係機関、商工業・産業関係機関等で構成する

「厚岸町障がい者自立支援協議会」を開催しました。
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その後、過去の実績や頂戴した意見を踏まえて作成した素案を厚生文教常任委員会と

議員協議会で説明し、意見をいただいた後、本年１月25日から２月３日までの10日間、

広く意見を頂戴するためのパブリックコメントを実施しました。

パブリックコメントは、役場町民ホール、湖南地区出張所、上尾幌駐在所、保健福祉

総合センター、情報館に各計画の素案と意見募集要領、意見書を置き、これを町のホー

ムページに掲載し、防災行政無線とＩＰ告知情報端末で周知するとともに、各所に設置

した回収箱、郵送、ファックス、メールにより意見募集を図りました。

また、パブリックコメントによる意見は、いずれの計画もありませんでした。

以上でございます。

●議長（堀議員） 教育長。

●教育長（酒井教育長） 私からは、１点目のジェンダー平等について、（２）のうち、

「小中学校でのＬＧＢＴに対しての支援や取組はどうなっているのか」についてお答え

します。

現在のところ、児童生徒及び保護者から学校への相談がないことから、教育委員会と

いたいましては、該当する児童生徒はいないものと認識しております。しかしながら、

悩みを打ち明けられず、心身への負担を大きくしている児童生徒が在籍している可能性

があるものとして、相談しやすい環境を整えることが必要と考えております。

学校教育では、互いに理解し、尊重し合うことができる集団形成、差別や偏見をなく

し、個人の人権を尊重する指導を児童生徒の発達の段階に応じて実施しています。そこ

では、個性の違いによって疎外感を抱いたり、悩んだりしないような心情を育むこと、

差別的な言動がなく、暖かな土壌を育むことを大切にしております。

教科指導では、学習指導要領に則り、社会科、家庭科、道徳、特別活動等を中心に、

学校教育全体を通じて、ＬＧＢＴを含め、人権の尊重・男女の平等、男女が共同して社

会に参画することや男女が協力して家庭を築くことの重要性について指導しておりま

す。

次に、支援の体制づくりについてですが、教員の知識や理解に不足があってはならな

いことから、文部科学省や北海道教育委員会が作成している資料を使って、研修を行っ

ております。

児童生徒へは、年度初めや長期休業前などに、各種相談窓口のリーフレット等を配付

し、電話やメールでの相談体制についての啓発行うほか、用語教諭やスクールカウンセ

ラーへ相談できる体制を整えており、児童生徒が一人で悩まず相談できるよう継続した

指導を続けております。

性の多様化に対応する体制づくりの一つといたしまして、次年度より全ての学校にお

いて男女混合名簿への変更を決定し、保護者へも周知しております。さらに、教室に提

示する指名についても色分けしない工夫をするなど、配慮しております。

実際に児童生徒から相談があった場合は、第一に人権保護を考えた対応をいたしま

す。その上で、個人の意思を尊重しながら、望ましい支援について検討してまいりま

す。
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また、職員から相談があった場合も同様に、プライバシーに十分配慮しながら、本人

の意思を尊重して対応してまいります。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 それでは、ジェンダー平等から質問していきます。新規採用も含めて、全道

平均の39.5％に対して53.8％と、それから道内179市町村のうち２番目、管理職の割合

が全道平均が15.8％で12番目として、非常に高い数値になっておるということです。そ

う思うのですが、そうであるとすれば、なぜここの席に女性がいないのかなという気が

するのですが、その辺はどうなっているのでしょうか。

●議長（堀議員） 総務課長。

●総務課長（石塚課長） 管理職、先ほどの24.6％というのは、課長補佐相当職を含めた

管理職の人数となっております。課長職については、一般行政職では今のところゼロ人

ということになってございます。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 現状、今総務課長がお話したとおりでございます。なぜ、ここ

にいないのかということですが、町長の１回目の答弁でもございましたとおり、あくま

でもその職員個々の能力等々に応じての昇任であると。また、昇任の中であらかじめ町

長につきましては、それぞれの職員のほうに、その昇任の意思、特に課長相当職に上げ

たいといった場合については、それぞれの職員の意思も尊重し、町長がそれぞれの個人

と面談をした上でお話を聞いております。その中で、なかなかその町長の考える昇任の

考え方を本人の中で受け入れられないということもこれまでありました。先ほど、町長

が答弁したとおり、あくまでもその能力に応じた中で昇任を行ってきておりますけれど

も、結果として今現在この席に座っている課長相当職については、現状いないというこ

とでありますが、決して女性だから、男性だからといった中で昇任を決定しているわけ

ではないということについてご理解いただきたいと思います。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 それだけ課長職、ここの管理職の方々が忙しいのかなという感じがするので

すが、厚岸町の場合、個人の能力という話もしましたけれども、よくほかの職場なんか

でいうと、男の人と同等の働き方を求められたり、それから子育て、親の介護、家事、

それが女の人が全部やっているという、それを含めた上での、それをやらないで、とい

うか、女の人がやって当たり前の世界で、その上でこの忙しい管理職の方々の仕事をす

るということがとても大変になっているのではないかなと思うのですが。今回のコロナ

で休校になりましたよね。４月に。そのときに、子どもは休むとなったのですが、その
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ときにどちらの方々が、女性ですか、男性ですか、それとも男女関係なく身の空いてい

る人が休むということになったのでしょうか。その辺はどうですか。

●議長（堀議員） 総務課長。

●総務課長（石塚課長） コロナ禍での、子の看護での休暇のことだと思いますが、この

休暇に関しては、男女関係なく取得をしております。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 そういう意味でいえばジェンダー平等になっているということなのですね。

厚岸の場合は。それで、どうしても女性が、町長から打診をされたときに、私はやりま

すと言えない、その背景というのはどういうふうに考えているのですか。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えをさせていただきます。

やはり、男女平等、これはあらゆる、役場のみならず社会においては重要な課題とな

っておることは事実です。今、副町長からお話がありましたとおり、私は男だから、女

だからということで、それぞれ人事異動をしていないわけであります。やはり平等であ

ります。しかし、能力においてどうかという中で、いろいろと工夫をしなければならな

い。それともう一つは職種にもよります。そういうことで、現在私は、先ほど第１回目

の答弁でいたしましたとおり、男女区別なくそれぞれ任命した結果が北海道でも２番で

あるということでありますが、それとて、何番目であるとかいうことは余り私は言いた

くありませんけれども、敢えて対比するための言葉として表現をさせていただいたわけ

でありまして、私はこの課長職においても、女性ができるもの、できないものは明確に

理解をしながらお願いをしているところでございます。ですから、結果的には男だから

女だからということではないことをご承知をいただきたいと思います。

また、特定な枠を決めた場合、せっかく優秀な女性がそのポストについた場合に、女

性だからお前はなったのだろうと、周りから見られるのは私は嫌いです。そういうこと

があっては困ります。あくまでも平等の中で人事異動をさせていただいているというこ

とをご理解をいただきたいと思います。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 私たち、自営業者とかの場合は、上に上司がいないということもあるのです

が、自分たちで判断し、自分たちで決めます。いろいろなことを。農家でもそうですけ

れども、女性であろうがなかろうが、きちんと自分の意見を言い、それを経営の中に生

かしていきます。人はポジションが育てると思うのです。今、町長が能力と言いました

が、それを支える基盤とか、それからその人の課長とか管理職になった場合に、それを
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後ろから支える人も育てるということも大事でしょうし、そういうような取組の中で女

性も十分に仕事もできるし、やっていくことが可能だと思うのですが、そういうような

全体で支えるというか、そういうような取組というのはこれからもしていくのですか。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） 今、ご質問のありましたとおりでありまして、やはり仕事というの

は組織でやるのが仕事であります。課長一人でできるものではありません。それぞれの

職員の協力があって初めて仕事が成立するのであります。そういう面においては、私も

常に職員に言っているのです。町長が仮に町民から見て、いい仕事をしているなと言わ

れた場合、これ私ではない、皆さんの職員の努力がそういう姿に見えるのだと。ですか

ら、組織としてしっかりと支え合いながら頑張っていただきたい。そういうお話を常に

しておるところであります。

それと、私はもう一つ、人材という言葉を変えております。変えておりますというの

は漢字であります。普通であれば人材というのは材料の材が本来の人材でありますが、

皆さん方はそういう材料ではないと。やはり厚岸町にとっては財だと。そういう意味を

含めて、人の財宝の財、人財というその言葉を、私は職員に申し上げているところでご

ざいまして、私は常にそういうことを考えながら職員の育成をしているということにつ

いてご理解いただければと思っております。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 町長のそういう思いを来年とか再来年に、そこに女性の管理職が並ぶことを

期待して、この質問を終わります。

次に移ります。

ジェンダー平等の中で、ＬＧＢＴのことなのですけれども、職員の中で性的指向、こ

のＬＧＢＴに対する知識と理解を持った職員の養成が必要と考えておりますということ

なのですが、これは具体的にどういうふうにしていくのですか。

●議長（堀議員） 総務課長。

●総務課長（石塚課長） 具体的には職員研修の中で、こういった知識を習得していただ

き、そういった職員を養成していかなければならないと考えております。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 これはいつからやるのでしょうか。

●議長（堀議員） 総務課長。
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●総務課長（石塚課長） 現在はハラスメント講習の中で、少ないですが、そういう部分

を行っておりますが、今後は３年度からでも研修の中にそういった知識を取り入れる部

分を取り込んでいきたいと考えます。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。。

●石澤議員 そうです。それをやってもらえれば。ＬＧＢＴのことを知るというだけでも

研修になりますので、それはできれば町職員全員の中で、そういう本があるとか、そう

いう物を置くとかでもいいです。それが何なのかというのをやってもらえれば、少しず

つ知識として入りますし、皆さんそれぞれ家族もいればお子様もいらっしゃいます。い

らっしゃると思うのです。その人たちに対しても、自分の家族がどうなのかというの

も、そういう知識として入ってきますので、それも含めて、単純に研修ではなくて、自

分のこととして捉えて考えていただきたいと思いますが、その辺はどうですか。

●議長（堀議員） 総務課長。

●総務課長（石塚課長） そのように考えて研修のほうに取り組みたいと思います。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 学校のほうなのですけれども、前回質問して、それで取り組んでいることな

のですが。トイレの問題とか、今現実にはいないということなのですが、トイレとか、

それから誰でも入れるようなトイレを今から設置しておくとか。その人がジェンダーで

あるということをカミングアウトしなくても可能なように、誰でも入れる、トイレとい

うのはすごく、そのことが１番問題な部分なので、誰でも入れるトイレとか、それから

学校の制服、ジェンダーの問題でいえば、スカートをはきたくないとか、それからスカ

ートとか、女性、男性を区別するようなことのないような取組もできると思うのです

が、ＬＧＢＴであるということを言わなくても、そういうことがあったときに違和感を

感じている子どもたちに対して、自分から発しなくても、そういうフォローをしていく

べきだと思うのですが、その辺はどうでしょうか。

●議長（堀議員） 管理課長。

●教委管理課長（真里谷課長） 私はトイレについてお話させていただきます。

勤務する施設の使用につきまして、トイレや、あと更衣室の使用につきましても、や

はり学校によっては多目的トイレや既存の更衣室以外の別室で着替えてもらうなどの配

慮が必要になると考えております。また、多目的トイレがない場合につきましても、そ

れらについて配慮が必要だと思っておりますので、そういう方がおられる場合は、きち

んと対応していきたいと思っているところであります。
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●議長（堀議員） 指導室長。

●教委指導室長（廣瀬室長） 私からは制服についてお答えいたします。

現在のところ、従来といいますか、制服は男子はスラックス、女子はスカートという

ことで、早急に変更するというようなことは、学校としては対応は取られておりませ

ん。ただ、高校などはスカートから女子でもスラックスを選択できるような変更もされ

てきておりますので、今後そういった検討も必要になってくるとは考えております。現

状ではまだその動きはありませんということでお答えいたします。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 学校での人権の取組とかはしていることで、子どもたちもすごく楽だとは思

うのですが、その中でもやはり、今その人がそういうＬＧＢＴであるということを言わ

なくても済むような、言わないで済むような、そういうことができる配慮を、今おっし

ゃっていたトイレとか、前向きに考えていただきたいと思います。

それから、男らしさ、女らしさ、自分らしさというのがあるのですが、何よりもその

人がジェンダーではなくて、そういうものを持っているということではなくて、その子

がその子であっていいのだということが、子どもたちの中で根づくような、そういう取

組をしていると思うのですが、これからも続けていってほしいと思うのですが、いかが

ですか。

●議長（堀議員） 指導室長。

●教委指導室長（廣瀬室長） 個性の尊重といった部分で、肉体的な性ですとか、身体的

な性というところはなく、自分を大切に、仲間を大切に、いろいろな人がいて、みんな

いいんだというような指導は今後も継続していきたいと思います。

一方、性の多様性につきましては、いろいろ認知も随分広がってきているというのは

あって、性別に関係なく、仲よくしたり、協力し合ったりという日々の生活の中で、そ

ういった部分を大切にして取り組んでいく中で、教師が男らしくあれとか、女性らしく

あるべきであるというようなことを言わないとか、そういったところも含めて研鑽を積

みながら指導に当たっていきたいと思います。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 これはすごく大事なことなので、ぜひよろしくお願いいたします。

では、次に移ります。

国保の問題です。先ほど、自営業者の問題なのですが、個人事業者でも事業者で個人

事業者の場合もございます。一人です。一人の場合もありますよね。家族だけでやって

いる場合とか。そういうときに、その人がコロナにかかってしまった場合に、生活自体

が回らなくなるということがあるのです。そのことも含めて、これは個人事業者に対し
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ての入院療養というのは商売に対しての給付が出た人の話ですが、その人は入院で療養

となり、商売を再開できるまで１カ月近くかかったと。地方創生交付金で町の財源で実

現してもらって、すごく助かったという、そういう、それを実施しているところの話が

あります。それで、国のお金が出ているからいいのではなくて、実際に臨時交付金の財

源使ってやっているところが、９自治体が見舞金を、それから11自治体が事業主を対象

に広げて傷病見舞金を支給することを決めています。実際やっています。これ、それほ

どの金額ではないと思うのです。コロナ対策に関しては条例変更がなくても地方創生臨

時交付金というのは市の財源、これは市でやっていることですが、市の財源で実現は可

能ということで、全会一致で決めた市もあります。

そういう意味で、今大変な思いをしている人に寄り添うという意味では大事なことだ

と思うのですが、厚岸町の中でも、それはそれほどの人が出てこないと思うのです。コ

ロナにかかった人に対してですから。そんな財源ではないと思うのですが、やはりそう

いう意味で広げていくことが必要だと思うのですが、その辺はもう一度考えてみること

できませんか。

●議長（堀議員） 町民課長。

●町民課長（布施課長） お答えさせていただきます。

厚岸町としましては、国の制度、国に倣って今もともとの目的といいますか、雇用さ

れている方が休みやすい環境をつくるということの国のそういう考えに倣って、国の財

政支援がされる範囲で今行っております。もともと国民健康保険税の会計の中でも傷病

手当を支給するというような趣旨で考えて、税金を最後決めるとき、決めるときに傷病

手当を払うというような考えはもともとなかったものですから、もともとこういう傷病

手当がなかったのですけれども、今回は国のほうで全額支援するということで、国の制

度に倣って今はやっているところであります。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 国の制度と言います。これ、個人事業主なのです。その人しかいなかった場

合はどうするのですか。その人が働いて、自営業者ですから、その人が働く中心です。

その人が倒れてしまった場合に、傷病手当とかが出ないというのはおかしいことではな

いですか。国がそうかもしれないけれども、こういうふうにしてコロナ対策ですから、

コロナ対策に対してどうなのだということを聞いているのです。

●議長（堀議員） 町民課長。

●町民課長（布施課長） 同じ答えになってしまうかもしれませんが、個人で商売してい

るとき、それが夏であったり、冬であったりと、そのときの収入によって変わるので、

補償の金額といいますか、それがばらつきが出て不公平にもなるということの考えから

国は被用者、使われている方、給料をもらっている人です、そういう方を対象としてい
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るということであります。

国保税、あとは先ほどもちょっと言いましたけれども、所得に対しての補助ではない

ですけれども、国保税も前の年に比べて収入が減少した場合は減免という制度もありま

すので、そちらでも軽減はされていると思います。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 なぜ傷病手当とか出せないのでしょう。個人ですよ。使っている人いない。

その人が倒れたら終わりなのです。その人に対して傷病手当が出ないということ、その

働いている人、働いているというのは分かりますけれども、その中心になっている方が

かかって、倒れてしまった場合の、コロナにかかった場合に、傷病とか、それからあれ

が出ないのかと聞いているのであって、それはどうしてだめなのですか。厚岸町だって

あり得ると思うのです。公平と言ったりしますけれども、今そのことで大変な思いをし

ている方がいたとしたらどうするのですか。厚岸町、今のところいないとは思うのです

が。コロナ対策としてどうなのだということを聞いているのです。それはどうしてもで

きないのですか。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 議員のほうからこれを個人事業主、要は自営業者等にも対象を

広げている市町村については、国の臨時交付金、国からの臨時交付金を活用してという

お話がございました。おそらく、議員言われるとおり、この６月まで延長されたという

ことらしいのですが、厚岸町に対象者が出てくるかどうかというのは、議員おっしゃる

とおりだと思います。今実際に厚岸町でこの被用者で対象者がいるかというとおりませ

ん。現時点で。その臨時交付金の活用する、町として考えているその経済対策であると

か、感染防止対策であるとかという部分については、この制度を設けることは可能だと

は思います。今、町長の答弁にもありましたとおり、全国市長会から国に対して、この

支給対象者の拡大ですとか、さらには支給対象額の増額、これを既に昨年の６月30日に

国のほうに要望を上げております。町としては、この被用者も含めて、この制度がこの

後コロナによってさらに延長される可能性があるかどうかも含めて、その国の動向を注

視しつつ、その制度に倣って町としては考えていきたいということであります。

今、現状として、６月まで延長されたといっても、この期間というのは非常に短い期

間でありますので、もう少し様子を見させていただきたいということでございます。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 何だか、だんだん時間が減ってきてしまうので、それは国の動向を見てとい

うことなので、前向きに考えてほしいと思います。

それと、次、子どもの均等割に移ります。

国の制度もあって、国の動向を見るということなのですが、均等割をやっているとこ
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ろで、多分知事会からの要請もあって、こういうふうにして未就学児に対しての均等割

の予算が出てきたと思うのですが。子どもの均等割減免の実施の自治体の人口割に関係

なく、国民健康保険の年度予算の0.97％までなら工夫することで国保から税の減収分も

賄えるということが出ています。例えば、2017年、平成29年ですが、19歳未満の国保加

入者の均等割額の総額を試算したところ、全国で990億円でした。同年度の市町村国保

単年度収入の総額は約15兆3,559億円の約0.64％に過ぎません。そのくらいなのです。

ですから、厚岸町でも均等割を減免した場合が幾らになるかということの試算も含め

て、少し考えていってほしいのですが、その辺いかがですか。

●議長（堀議員） 町民課長。

●町民課長（布施課長） お答えさせていただきます。

試算というのも確かに今まではやったことはありませんでした。それはやる必要はあ

るのかなとは思います。今回、国のほうでこういう形で未就学児の半分を公費でという

ことで、今まで市長会と、あとは国保連合会等でもこういう要請はしてきました。この

結果をもって、また市長会、知事会のほうでも、そちらの軽減は還元した上で、これか

らは対象拡大、未就学児にとどまらず対象拡大をさらにこれからも要望していくという

ことでありますので、私どもとしましても国保連合会のほうからを通じまして、そこら

辺はまた要請はしていきたいと思っております。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 ぜひ、厚岸町でどうなのか、試算してみてください。その上で、検討するこ

とも可能かもしれないので、国からのそういうのが出ていますので、厚岸町として試算

するということは大事なことだと思います。その上で検討してほしいと思います。

次に移ります。

パブリックコメントです。この結果がなかったということなのですが、極めて出てこ

なかったという、パブリックコメントの取り方に問題があるのではないかと思うのです

が、その辺はどういうふうに考えていますか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） このたびの三つの、保健福祉課所管の三つの計画について

お答えさせていただきます。

パブリックコメントの取り方ですけれども、公共施設に何箇所かに置いたということ

と、町のホームページですとか、防災行政無線、ＩＰ告知情報端末、町長のご答弁にも

あった内容でございますけれども、今私どもとして考えられる多様ないかなる手段を用

いてパブリックコメントという手法を用いさせていただいたことというふうに考えてお

りますので、ご理解願いたいと思います。
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●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 町民の意向を図るという意味でパブリックコメントですよね。そういう意味

で言ったら、量が多かったということはないですか。その資料の量が。とすれば、10日

間くらいで、それを見て、それに答えを出すということが町民にはそれはできますか。

そして、あと１番関心事というのは、幾らくらいになるのだろうということですよね。

介護保険料が。それが幾らくらいになるのだろうというところの部分が何も書いていな

かったですよね。自分で計算しなさいみたいなものです。そういうことは、ちょっと知

識があればできますけれども、そうでなかったら、そういう状態で出された場合に、町

民は何をもって判断すればいいのでしょうか。この辺の量と、それからそこの数字を書

かなかった理由は何でしょうか。

●議長（堀議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（亀井課長） お答えさせていただきます。

量につきましては、三つの計画の内容といたしまして、無駄のないようには考えたつ

もりではございます。ただ、その計画の項目につきましては、全て網羅されなければい

けないと考えた内容でもございますし、それを逆に概要版というところでの考えもあろ

うかと思いますけれども、そういうふうにいたしますと抜けてしまう部分もございます

ので、やはり多少厚くはなってしまいましたが、無駄のない内容という計画でつくった

つもりでございますので、その辺はご理解願いたいと思います。

10日間という期間につきましても、計画を策定する段階におきまして、ルールと申し

ますか、策定日数がないものですから、そのようにさせていただいたのでございます

が、それにつきましては、また次の段階では考えていかなければならないかなと思いま

す。

あと、介護保険料、介護保険計画、高齢者福祉計画のことであろうかと思いますけれ

ども、その介護保険料のことにつきましては、計画自体を広く皆さんにということでの

パブリックコメントでございましたが、保険料につきましては、やはり最後、皆さん、

町議会のほうにご審議いただいて、お見せするものであろうかと思いました。ある程度

の試算というのはしておりましたが、まだ正式に示される段階ではなかったものですか

ら、ぎりぎりまでやはり介護保険料につきましては試算させていただいて町議会のほう

に正式に上程させていただいたというところで最終的な内容と料金の内容となるもので

すから、その辺につきましてもご理解願いたいと考えております。

●議長（堀議員） ２番、石澤議員。

●石澤議員 素案のボリュームですよね。三つの計画合わせて300ページ、若干下るのか

な、内容でしたね。福祉総合計画が99ページ、障がい福祉が74ページ、介護事業計画が

95ページとなっています。これを読んで、いろいろな自分の意見も出したいという方も

何人かいらっしゃったのです。でも、その人たちにとって、10日間でそれの答えを出す
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ということがとても大変だったと。もっといろいろな町民から意見を聞くというのであ

れば、パブリックコメントの、量はこれが必要とすれば出すことは問題ないと思うので

すが、それを期間を少し長くするとか、もっと早めからそういうことを皆さんの意見を

取るとか、そういうことが可能で、町民の声を聞くということによって町政に生かすと

いうことが大事だと捉えていらっしゃるのであれば、ぜひそういうことをこれからのパ

ブリックコメントも含めてやっていくべきだと思います。それはいかがでしょうか。

●議長（堀議員） 総合政策課長。

●総合政策課長（三浦課長） パブリックコメント全体でということで、私のほうからお

答えさせていただきたいと思います。

先ほどもこういった計画いろいろと様々審議会、それぞれ審議会から出て、町民の要

望、より多く町民のほうから意見を出していただくと。先ほどもやはり期間の問題もあ

りましたと思いますが、やはりものによっては国の制度が決まらないで計画ができな

い。そしてその計画をやはり進めなければならないとなりますと、なかなかそういった

期間のほうも難しいかなと思います。ただ、やはり議員おっしゃるように、こういうよ

うな厚い資料だとかというのも、やはり計画の中にありますので、そういった中では十

分な期間が取れるような体制づくりも、これは今回の介護福祉計画だけには限らず、ほ

かの計画につきましても、やはりそういった中でパブリックコメントをやる際には十分

な期間を取りながら、より多くの意見を反映させて計画を進めていけるように努力させ

ていただきたいと思いますので、ご理解いただければと思います。

●議長（堀議員） 以上で、２番、石澤議員の一般質問を終わります。

休憩します。

午後４時30分休憩

午後４時30分再開

●議長（堀議員） 本会議を再開します。

ここで、会議時間の延長を行います。

本日の会議時間は、４番、音喜多議員の一般質問が終了するまで、あらかじめ会議時

間の延長を行います。

次に、４番、音喜多議員の一般質問を行います。

４番、音喜多議員。

●音喜多議員 令和３年第１回定例会に当たり、先に通告してあります２点について質問

させていただきます。

まず１点目は、防災対策の観点から伺います。

近年、道の駅やコンビニ店が非常時の気象や道路情報などの伝達の場として利用され
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注目されています。営業時間も早朝から深夜、中には24時間営業を続け、長距離や大

型、小型問わず、駐車スペースを設け、地元内外来客・往来で情報収集やお互いの交換

の場にもなっております。

また、平常時には外来者への観光や道路等のその他地域の事情情報や案内役も果たし

ていると伺います。

しかし、コンビニ店の中にはまちからの非常時の情報手段としての防災無線やＩＰ告

知端末の設置がされていないところがあります。防災の観点から見ると、一刻を争う緊

急時の情報手段として従業員の周知等、さらにはコンビニ店への看板を見て、情報収集

に立ち寄るもの等を考えると、設置すべきではないかと思いますが、実態はどのように

なっているかお伺いいたします。

２点目に、ワクチンの接種についてお伺いしてまいります。

ようやく日本でも待望のワクチン接種が医療従事者から始まり、罹患したら重症化し

やすいといわれる65歳以上の高齢者から始まりました。しかし、提供されるワクチンの

数量や配付日程については、他国の製薬会社ということで国すら小刻みの報道で、当町

に至っては全く霧の中に置かれている状況かと思います。

しかし、コロナに対する危険度は変異株が各地で続々と発見され、病院や老健施設で

は集団感染が発生し、危険度は増すばかりであります。

日本で発生してから丸１年が経過し、この状況を勘案すると介護従事者や公共性の高

い職種に従事する人からワクチン接種はできないかというのであります。例えば、町内

では特老心和園や介護施設の介護福祉士や従業員、学校や幼稚園の先生、保育士、児童

館の厚生員、消防士、民間ではバスの運転手や郵便局外務員などであります。

以上、第１回目の質問といたします。

●議長（堀議員） 町長。

●町長（若狹町長） ４番、音喜多議員のご質問にお答えいたします。

１点目の防災対策について、「近年、道の駅やコンビニ店が非常時の気象や道路情報

等の伝達の場として注目されているが、コンビニ店の中には、町からの非常時の情報連

絡としての防災無線やＩＰ告知端末の設置がされていないところもある。一刻を争う緊

急時の従業員への周知等から設置を求める声があるが、実情はどうあるのか」について

でありますが、現在、町内コンビニエンスストアは７店舗あり、そのうち３店舗が24時

間営業を行っており、町内外の多くの人が利用しております。

近年、コンビニエンスストアにおいては、災害発生時における社会インフラとしての

機能を果たしており、各種の情報提供や災害発生時には物資の提供をはじめ、帰宅困難

者への対応など、地域に果たす役割は大変重要なものとなっております。

道においては、コンビニエンスストア各社と「災害時における物資の供給に関する協

定」などを締結しており、町においても「災害時の物資供給及び店舗営業の継続または

早期再開に関する協定」を株式会社セブンイレブン・ジャパンと締結しております。

このような状況から、コンビニエンスストアの店舗に対し災害時の情報を伝え、そこ

から発信することは、従業員のみならず利用者や地域住民に対しても、情報を得る一つ
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の手段となるものと考えております。

現段階では、防災行政無線、ＩＰ告知情報端末のいずれも設置していない状況にある

ことから、まずは、防災行政無線の設置について、各店舗と調整し、早急に設置してま

いります。

なお、ＩＰ告知情報端末については、全国瞬時警報システム、通称Ｊ－ＡＬＥＲＴと

の連携がされていないこと、職員の勤務時間外には配信に遅れが生じることなどから、

設置については考えておりません。

続いて、２点目のコロナワクチンの接種について、「過去１年間の状況を勘案する

と、介護従事者や公共性の高い職種に従事する人々からワクチン接種ができないか」に

ついてでありますが、国による重症化リスクの大きさなどを踏まえた接種順位の考え方

は、始めに「医療従事者等」とされる介護老人保健施設を含む町立厚岸病院と町内民間

病院で従事する職員、消防職員、集団接種会場で従事する職員、次に高齢者、その次に

高齢者と並行して基礎疾患を有する者と高齢者、障がい者の入所施設とグループホーム

の従事者、その後にそれら以外の者としております。

ご質問者が例として挙げられている職種でいえば、消防職員は接種順で１番目、心和

園や介護施設の従事者は３番目であり、既に優先的配慮がされております。

また、他の職種も例として挙げられておりますが、現状において当町へのワクチンの

供給量が全く見通せないことや、中間に学校、幼稚園、保育所、児童館の職員、バスの

運転士、郵便局の外務員などを組み入れることで事務の煩雑化を招くおそれがあること

などから、町としては、国の考え方に基づいた順位で接種を行っていくことが肝要と考

えます。

以上でございます。

●議長（堀議員） ４番、音喜多議員。

●音喜多議員 コンビニ店、略してコンビニと言わせていただきますけれども、コンビニ

店の果たしている役割というのは、この回答書に書いてあるとおり、十分、ただ単なる

店ではないと、そういう公共的な役割も果たしておりますということは町もそのように

評価しておりまして、そういう気持ちであるということ分かりましたし、そのことから

して私の質問させていただいた緊急を争うような防災のときには、やはり必要だという

ことを認めていただいて早急に設置すると。

私もそういう話を伺って、この７店を伺わせていただきました。すると、やはり２店

は２階に住居を構えています。そこから情報を得ることができるでしょうと。しかし、

ほかの５店は何もないのですと。店の人。店の人はと言ったって従業員です。何かあっ

ても私たち聞くことも何もないのですと。全く情報の入らない世界というか、そういう

状況の中で店を運営しているというのが実態でした。やはり、そこに働く、比較的若い

というか、世帯を持っても子どもが小さいお母さんたちが働いています。そういう不安

は大きく持っています。

しかしながら、ある人がこれが実情なのだろうなと思うのは、設置費用がかかるとい

うことを言われたと。だから、その費用というのはどの程度なのかなと思ったけれど
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も、それは経営者や、あるいは向こうの責任のある人でなければ聞くことはできないわ

けです。そんなことからすれば、そこが難点となって、この盲点になっているような連

絡のつかない店も、こうして明日には来る、今来るかもしれないという状況の中で穴に

なっているなと思うのです。

特に、先ほど当初申し上げましたコンビニの看板がかかっているところは、地方から

の人やら、そういうところへ情報を得に来ます。みんな携帯持ってでも、あのとおり携

帯全く役に立たなくなるわけです。そうするとどこ行くかといったら、やはりそういう

公共性の高いところ、人が集まるところに行くわけです。ぜひ、そういう意味ではその

穴を塞いでいただきたいなと思いまして、この質問をさせていただきましたが、ぜひそ

ういった対応をしていただきたい。

ただ、気になるのは負担の問題です。ということになれば、向こうもどういうふうに

出るのか、それは私も分かりません。その辺は、こっちの町側の利便さもあるし、それ

は設置の叶うような折り合いをぜひしていただければなというのを１回目として質問さ

せていただきますが、その点についていかがですか。

●議長（堀議員） 危機対策室長。

●危機対策室長（田﨑室長） 防災行政無線の設置に関してですけれども、現在、議員質

問、おっしゃるとおり、セブンイレブン、セイコーマート、町内７店ありますけれど

も、いずれも端末は付いていないというようなところであります。もともと防災行政無

線につきましては、条例、規則等で定めがございまして、個人の住宅並びに町が定める

ような、例えば公共的な機関または公的に皆様方が利用するであろうというようなとこ

ろにつきましては、無償で設置をします。それ以外のところにつきましては、有償での

設置は今の前の機械、すなわち平成７年当時からつけている機械の中でも有償での設置

ということは認められておりました。そのような中で、多分、防災行政無線をつけると

なると費用は、民間の方々については費用がかかるというようなことが多分今のコンビ

ニエンスストアの経営者の方々にも耳に入っていたのではないかと思っております。

今回、このような質問を受けまして、私どもやはりコンビニの現在の在り方というも

のが、やはり地域、地域にしっかりと店がありまして、かつ様々な利用者、それは議員

おっしゃるとおり町内外、または地域の方々のそのよりどころというか、集まってくる

ような場所にもなっているというようなことは認識しておりますので、防災行政無線に

ついては、各種の災害時の情報提供並びにその情報を店舗で掲載していただくというよ

うなこともいろいろ考えてみました。というところで、費用につきましては、一般家庭

と同様とさせていただきたいと考えております。すなわち、通常時使っている電気代並

びにバックアップ用の乾電池が入っておりますけれども、それらの負担のみで防災行政

無線のほうは町のほうの費用で設置をしていきたいと考えております。

●議長（堀議員） ４番、音喜多議員。

●音喜多議員 ありがとうございます。ぜひ、そのように相手の方と、お店の方と対応し
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ていただきたいと思います。

もう一つ付け加えさせていただきます。私、先ほどコンビニが公共性も高い仕事をし

ていただいていると。今、我が町は、今月国定公園になろうとしている。当然、そうい

う外来からの観光客も見える。コンビニに立ち寄る。そういう案内役も一役かってもら

わなければいけないというか、そういう場面が多々多いだろうと私は察するわけです。

そういう意味では、ぜひ今の町側の対応に応えていただければなと思います。

そこで、一つ提案なのです。至るところに、この地域は海抜何メートルですという表

示があります。ぜひ、そのこともそういうところ、それからここは１番先の避難先はど

こどこですという案内をして、そういう看板というか、ぶら下げるようにするのか、ど

うするのか。コンビニ店へ行ったけれども、店も閉まって、逃げていない。だけれど

も、どこどこですよという、避難先はどこどこですよという、矢印か何かがあって、い

ち早く逃げる方向、方法、そのことも一つ工夫して応援してあげていただければなと思

いますがいかがでしょうか。

●議長（堀議員） 危機対策室長。

●危機対策室長（田﨑室長） 議員おっしゃる、例えばここが標高何メートルですよ、も

しくは津波が何メートル程度訪れますよと、そのような情報も含めて出していきたい

と。これは、まちなかにもいろいろ掲示してある看板がありますので、今回、昨年の７

月に政府のほうで千島海溝、日本海溝沖地震の想定が出ております。この中で現在、北

海道が津波の新しいハザードマップの策定に取りかかっておりますので、新しい数値を

もって対応すべきかなと私は思います。ただし、避難場所等々につきましては、現在で

もちゃんと指定緊急避難場所が定められておりますので、ちょっとこれはどのような手

法になるか分からないですけれども、コンビニ店の例えば周辺のおける避難場所を例示

した地図をコンビニ店に配置してもらう等々、いろいろちょっとスペースの関係もござ

いますので、こちら側で考えることが一方的にできるかといったら、またそうではない

と思います。その辺につきましては、コンビニの経営者の方々とちょっとお話をした中

でどのような対策が取っていけるのかということをこれから、まずはお話をしてみて、

そして対応していきたいと考えております。

●議長（堀議員） ４番、音喜多議員。

●音喜多議員 ぜひ、そのようにお願いしたいと思います。

次に２点目であります。接種の優先順位について、しつこいようですけれども、もう

一度聞かせていただきます。一般的には今までずっとやってきて、１番というか、医療

従事者、次に65歳以上の高齢者、65歳というのは重症化しやすいという。この65歳以上

の高齢者、これ一束にしているのですが、それはさらに分けることができると見ていい

のかどうなのか、その辺はどうですか。

●議長（堀議員） 新型コロナウイルスワクチン接種対策室長事務取扱副町長。
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●副町長（會田副町長） おそらく、ワクチンが厚岸町に十分な数量がもし来たとした場

合については、65歳以上で全てくくることができるだろうと思いますが、現状から申し

上げますと、そういう状況にはないように感じます。となれば、これも供給量に応じて

ということになりますけれども、年齢で区別をするのか、それともまずは入所施設の高

齢者の方々から限定的に始めるかということも今後必要になってくるのではないかと考

えています。

●議長（堀議員） ４番、音喜多議員。

●音喜多議員 私ずっと調べてというか、関心を持っているのですけれども。まず、優先

接種という言葉使っています。最近、先行接種、これ、聞いていると思う。北海道はこ

れに対して国にどういう種類なのだと質問したらしいけれども、それは国からも返って

きていないと。その優先接種、医療従事者、これは分かる。しかし、65歳以上の高齢者

で先行接種という言い方をしている新聞もあります。特に、先ほど室長が言ったよう

に、福祉施設の入居者、従事者、それから高齢者と同居者、それから最近、訪問看護を

する、在宅サービスを担う者あるいはヘルパー従事者、これらがその優先というか先行

という考え方をしていると。先ほど言ったように、そのまちにどれだけ入ってくるかと

いうのが全く、どこの市町村もあてになるような、あてにならない話で、その数も無駄

にできないし、どうやったら有効にそのワクチンを使うか、そのための考えを盛んに巡

らせているというか、頭で考えているというか。ただ漠然とやる優先だ、医療従事者が

先だ、65歳以上だというのみではなくて、その中でなおかつ優先して、あるいは先行し

て接種をして、そして今言われているようにクラスターがその職場出、病院や、あるい

は人の集まるところ、特に大都市の大手の電鉄会社で電車の運転手がコロナに一斉にか

かってしまって、運転手不足で、あの都会の中の電車が間引き運転せざるを得ないと。

先立って、釧路バスがああいうふうにかかって、そして平常日でも日曜運転の体制しか

ならないと、そういうことを運行体制しかできないとかって、非常に一般生活、社会生

活の中に不安とうか、そういう影響をもたらしている。そういうことから、国も現地も

手探りというか、そういう状況の中ですが、厚岸町はしっかりとその辺、持っていらっ

しゃるのだろうと思って、今質問させていただいたのですけれども、この優先接種はい

いと、医療関係。その65歳以上の中で先行接種という考え方が出ているのですが、それ

らは厚岸町は考える気は全くありませんか。

●議長（堀議員） 副町長。

●副町長（會田副町長） 改めて、国によるその重症化リスクの大きさを踏まえた接種順

位、考え方としては、よく報道で言われている先行接種、これについては指定医療機

関、コロナの感染症の指定医療機関であるとか、さらには入院の受け入れを行っている

病院、これら医療機関の従事者は先行接種と言われております。ですから、釧路市内の

市立病院、これは先行接種で早くに行われたと。それからいくと、うちの町立病院であ
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るとか、あとは町内の民間医療機関となると、その次ということになろうかと思いま

す。指定医療機関にもなっていなければ、入院の要請のあった場合に入院療養を行う施

設でもありませんので、その先行接種ではあるけれども、２番目ということになるのか

なと思います。これがまず最初です。その次に、医療機関、医療従事者等と国で言われ

ていますけれども、これについては町長の１回目の答弁でもありましたとおり、厚岸で

いえば町立厚岸病院、それと町内民間病院で従事する職員、これとさらにそれに消防職

員、さらには厚岸町が集団接種を行う上で、会場で従事する町職員になろうかと思いま

すが、これらが順位的には１番目とされております。その次に来るのが高齢者、一般的

に65歳以上の高齢者というのが２番目。３番目に高齢者と並行して、並行することがで

きるらしいのですけれども、基礎疾患を有する方、それと高齢者、障がい者の入所施設

とグループホームの従事者、これが３番目とされております。

議員おっしゃられた訪問介護のヘルパーさん等々については、先日、国のほうから新

たな通知がまいりまして、これに含めることもできると。それは市町村の判断によって

ということなのですが、ある一定の条件が付いていまして、この方々がこの３番目に入

れられるとすれば、入れられるとすれば、コロナ感染症の患者さんがその町内で逼迫を

している、そういった場合については、その３番目のところに今言ったヘルパーさんた

ちを入れることができるということですから、今、厚岸町における現状からいけば、そ

の３番目には含めることはできないと。これは北海道に対して一定の承認を得なければ

ならないとなっております。おそらくこれはワクチンの供給量との兼ね合いになるのか

なと思うのですけれども。ですから、現状からいくと、今厚岸町はそういう状況にはな

いのではないかと考えています。

この方々の接種が終わった後に、国の例からすれば、ここは年齢順、要は60歳から64

歳であるとか、その一般の方々の中でも重症化リスクの高い方から始めるということも

必要になってくるのではないかと。これは、あくまでも、冒頭で申し上げたとおり、ワ

クチンの供給量がどれだけ来るのかというのが丸っきり、今のところめどが立っていな

い。

５番議員のご質問に対する町長の答弁でもあったとおり、４月19日の週までに北海道

に高齢者向けのワクチン供給量来ますけれども、170万人分の１万1,000人分弱と、これ

しか届かないということになると、間違いなく４月に厚岸町にワクチンが供給されるな

んていうのは、医療従事者分を除いて来るなんてことはまず考えられないだろうと。当

初は十分なワクチンが来るということで想定をして接種順位の中で、そのスケジュール

を組んでいましたけれども、もう一度この当たりについては、供給量に応じて、今議員

おっしゃられるとおり、高齢者の中でも、その最初には後期高齢者、またその後期高齢

者75歳以上だけではなくて、さらに年齢を細分してやっていかなければならないのでは

ないかと。また、供給量が本当に少量、微量であれば、このファイザー社のワクチンに

関しては、一度封を切ってしまうと何日の間に使ってしまわなければならないという制

限がありますので、そうなると施設の入所者とかから始めることも必要になってくるの

ではないかと思っております。

何にしても、今のところ全く、その全体のスケジュールが立てられないと。いろいろ

な考え方を持ったとしても、それに見合った形での実際の接種体制が組めるのかどうか
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ということは、今のところは何とも言いがたいと考えていますので、ご理解いただきた

いと思います。

●議長（堀議員） ４番、音喜多議員。

●音喜多議員 今、室長の言われるとおりなのです。ずっと見てきて。今言われたよう

に、国は東京都と神奈川と大阪だけは別枠にします。9,750人分と。そのほかは4,875人

分と。その他の都道府県。それだけしか入ってこない。26日以降は、各市町村に１箱、

487人分しか。これ、今朝の報道です。その程度ですから、全くこの先は読めないなと

思います。これ以上、議論しても進まないということは分かりましたので、以上で、議

長、終わります。ありがとうございました。

●議長（堀議員） 以上で、４番、音喜多議員の一般質問を終わります。

本日はこの程度にとどめ、明日に延会したいと思いますが、これにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（堀議員） 異議なしと認めます。

よって、本日はこの程度にとどめ、明日に延会いたします。

午後５時06分延会

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

令和３年３月８日

厚岸町議会

議 長

署名議員

署名議員
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議案第１号 令和３年度厚岸町一般会計予算

提案理由説明書（総体）
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ただいま、上程いただきました、

議案第１号 令和３年度 厚岸町 一般会計予算 から

議案第７号 令和３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３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３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１号 令和３年度 厚岸町一般会計予算であります。

令和３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、

９６億９，２０８万１千円と定める。

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。

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、２３款４０項、歳出では、１２款３０項にわたり

それぞれ、９６億９，２０８万１千円で、

令和２年度当初予算に比較し、

８．８％、９億３，３６７万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３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３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。
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はじめに歳入です。

１款 町税 本年度予算額 １０億４，３３８万９千円

前年度比較 １，２３２万６千円の減

増減率 １．２％の減

２款 地方譲与税 ９，７７４万４千円

６７５万１千円

６．５％の減

３款 利子割交付金 ７７万９千円

７９万６千円

５０．５％の減

４款 配当割交付金 ８７万１千円

１２５万３千円

５９．０％の減

５款 株式等譲渡所得割交付金 ７６万４千円

１０７万２千円

５８．４％の減

６款 法人事業税交付金 ５５６万円

皆増

７款 地方消費税交付金 １億７，２７４万円

１，７３８万５千円

９．１％の減

８款 ゴルフ場利用税交付金 １７７万５千円

６万８千円

４．０％の増

９款 環境性能割交付金 ６９６万１千円

２１０万円

２３．２％の減
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１０款 国有提供施設等所在市町村交付金 １，２３８万４千円

９万２千円

０．７％の増

１１款 地方特例交付金 ６２７万円

１８６万円

４２．２％の増

１２款 地方交付税 ３７億３，３１６万５千円

３，３７３万９千円

０．９％の増

１３款 交通安全対策特別交付金 ８９万６千円

３万９千円

４．２％の減

１４款 分担金及び負担金 ３，６９５万円

２８８万９千円

７．３％の減

１５款 使用料及び手数料 ４億２５３万３千円

３４６万９千円

０．９％の減

１６款 国庫支出金 １０億６，３０６万１千円

１億２，２８１万７千円

１０．４％の減

１７款 道支出金 ４億１，５４８万８千円

１，６３７万６千円

４．１％の増

１８款 財産収入 ８，５５３万４千円

２４４万５千円

２．９％の増

１９款 寄附金 ４億円

１億円

３３．３％の増
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２０款 繰入金 １０億９，８６０万円

１，４９０万円

１．４％の増

２１款 繰越金 ５００万円

増減なし

２２款 諸収入 ６，３９１万７千円

１，９２１万３千円

２３．１％の減

２３款 町債 １０億３，７７０万円

９億１，８６０万円

４７．０％の減

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 ５，９４１万５千円

前年度比較 １６５万３千円の減

増減率 ２．７％の減

２款 総務費 ４億８，８９７万４千円

３億５，１８３万２千円

４１．８％の減

３款 民生費 １３億８，９９６万４千円

１１億８７９万１千円

４４．４％の減

４款 衛生費 ９億４，６０２万１千円

３，７４７万２千円

３．８％の減

５款 農林水産業費 ７億２，６５４万８千円

１億４，５３７万９千円

１６．７％の減
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６款 商工費 ５億６，３１１万８千円

４億３，３６２万５千円

３３４．９％の増

７款 土木費 １５億２，２２５万４千円

１億７，１５９万９千円

１２．７％の増

８款 消防費 ４億７，９８０万２千円

６，８７１万５千円

１２．５％の減

９款 教育費 ５億５，１３０万１千円

１億４，８０９万３千円

３６．７％の増

１１款 公債費 １０億４，６８５万３千円

３０３万１千円

０．３％の増

１２款 給与費 １９億１，０８３万１千円

２，３８２万４千円

１．３％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 １９億８，５４２万円

前年度比較 ３，３０５万３千円の増

増減率 １．７％の増

詳細は、本資料６ページをご参照願います。
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２ 物件費 １４億９，７５７万４千円

４，７２３万１千円

３．３％の増

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 ４，５２４万５千円

３５０万８千円

７．２％の減

４ 扶助費 ５億３，３５７万１千円

１，７２５万６千円

３．１％の減

５ 補助費等 １４億７，１２１万２千円

１億２，４６０万５千円

９．３％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 ２１億６，３９７万円

１１億６，９８７万７千円

３５．１％の減

なお、本資料１７ページから４１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 １０億４，６８５万３千円

３０３万１千円

０．３％の増

８ 繰出金 ７億２，３９０万円

１，８２０万６千円

２．６％の増

９ 積立金 ２億１，７３３万６千円

３，０８４万５千円

１６．５％の増
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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３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。



議案第１号 令和３年度厚岸町一般会計予算

提案理由説明書
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（３７ページ）

１款 町税 １項 町民税 １目 個人

本年度予算額 ４億１，５８０万７千円

前年度比較 １，０８４万１千円の減

総体的には、令和２年度の状況を勘案して、

現年課税分は、前年度比較で、２．６％、１，１０４万４千円の減と見込み、

滞納繰越分は、前年度比較で、５．１％、２０万３千円の増と見込み、

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 ６，５５８万３千円 増減なし

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

３億９，４０８万１千円 ４９１万円の増

現年課税分は、前年度比較で、

土地 ９０万４千円の増

家屋 ９０５万７千円の減

主に、新築住宅の軽減終了に伴い減となっております。

償却資産 １，３１５万３千円の増

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、１０．０％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

５４８万４千円 ３３万６千円の増

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 ２０２万２千円 ４１万円の増

課税台数１１２台とした、見込み計上であります。
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２目 種別割 ２，６４０万８千円 ４９万６千円の増

課税台数を１３台減の４０２８台とした、見込み計上であります。

４項 １目 たばこ税 ９，４７８万５千円 ６００万４千円の減

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 ３，９２１万９千円 １６３万３千円の減

固定資産税の課税見込みに連動した計上であります。

２款 地方譲与税 １項 １目 地方揮発油譲与税

１，９１８万２千円 ６８３万１千円の減

令和２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

６，３２５万６千円 ８２万６千円の減

３項 １目 森林環境譲与税

１，５３０万６千円 ９０万６千円の増

３款 １項 １目 利子割交付金

７７万９千円 ７９万６千円の減

４款 １項 １目 配当割交付金

８７万１千円 １２５万３千円の減

５款 １項 １目 株式等譲渡所得割交付金

７６万４千円 １０７万２千円の減

６款 １項 １目 法人事業税交付金 ５５６万円 皆増

平成２８年度税制改正において、市町村間の税源の偏在性を是正及び市町村の

財政運営の安定化を図る目的に、法人事業税の一定割合を市町村に交付する、

交付金の計上であります。
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７款 １項 １目 地方消費税交付金 次ページにわたり

１億７，２７４万円 １，７３８万５千円の減

８款 １項 １目 ゴルフ場利用税交付金

１７７万５千円 ６万８千円の増

９款 １項 １目 環境性能割交付金 ６９６万１千円 ２１０万円の減

１０款 １項 １目 国有提供施設等所在市町村交付金

１，２３８万４千円 ９万２千円の増

１１款 １項 １目 地方特例交付金

６２７万円 １８６万円の増

１２款 １項 １目 地方交付税

３７億３，３１６万５千円 ３，３７３万９千円の増

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、

５．１％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３８億５，５６０万円とし、

３４億３，３１６万５千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

８９万６千円 ３万９千円の減

１４款 分担金及び負担金 ２項 負担金

１目 民生費負担金 １９５万円 ３８万９千円の減

各事業負担金の計上で、

主に、老人福祉施設費用負担金（入所者分）の入所者見込み数の減であります。

２目 農林水産業費負担金 ３，５００万円 ２５０万円の減

道営草地整備改良事業負担金であります。

次ページ

１５款 使用料及び手数料

１項 使用料 １目 総務使用料 １，９２２万４千円 ５８万１千円の増

厚岸情報ネットワーク使用料の増であります。
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２目 民生使用料 ３６万６千円 ３０万９千円の減

主に、市町村運営有償運送使用料の減であります。

３目 衛生使用料 １５５万７千円 ２万３千円の減

主に、火葬場使用料の減であります。

４目 農林水産業使用料 ２億３，３９５万３千円 ５１万９千円の増

主に、農業水道使用料の増であります。

５目 商工使用料 ７３万９千円 ４千円の増

愛冠野営場使用料の増であります。

６目 土木使用料 ７，２５４万３千円 ３３５万９千円の減

主に、２節 河川使用料 １１万３千円の減

３節 住宅使用料 ３３０万２千円の減であります。

７目 教育使用料 １６８万２千円 ５０万８千円の減

主に、宮園公園パークゴルフ場使用料の減及び温水プール使用料の減でありま

す。

２項 手数料 １目 総務手数料 ４５０万４千円 １０万９千円の減

次ページにわたり

主に、１節 総務管理手数料の厚岸情報ネットワーク告知情報端末手数料の減、

２節 徴税手数料の所得証明等手数料の減であります。

３目 衛生手数料 ３，３３９万６千円 １２万２千円の減

主に、２節 環境政策手数料のごみ処理手数料の減であります。

４目 農林水産業手数料 ４８９万２千円 ８千円の増

主に、１節 農業手数料の農業水道手数料の増であります。

６目 土木手数料 ９万６千円 増減なし

７目 教育手数料 ３千円 増減なし

３項 １目 証紙収入 ２，９５２万８千円 １５万１千円の減

主に、ごみ処理 証紙収入の減であります。
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１６款 国庫支出金 １項 国庫負担金 １目 民生費国庫負担金

２億６，８２８万１千円 １１０万６千円の増

主に、

１節 社会福祉費負担金の

低所得者保険料軽減負担金 ４１０万７千円の増

２節 児童福祉費負担金

児童手当負担金 ５８１万２千円の減

子どものための教育・保育給付費負担金の減であります。

２目 衛生費国庫負担金 ８万４千円 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

２５７万円の減

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 ２２５万２千円の減、番号制度シス

テム整備補助金 １４８万８千円の減、空き家対策総合支援事業補助金 １２

５万円 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 ３００万円

皆増、社会資本整備総合交付金（企画） ３０８万円の皆減であります。

２目 民生費国庫補助金 ５，６１７万４千円 ３，９０４万３千円の増

主に、１節 社会福祉費補助金のアイヌ政策推進交付金（社会福祉施設）

４，２４０万円の皆増、

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の減と昨年度計上の防衛施設周辺整備事

業補助金（老人福祉）が皆減であります。

３目 衛生費国庫補助金 ２３７万２千円 ８９万６千円の減

主に、１節 保健衛生費補助金の母子保健衛生費補助金の皆増と昨年度計上の

妊娠・出産包括支援事業補助金及び防衛施設周辺整備事業補助金（健康推進）

の減であります。
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４目 農林水産業費国庫補助金

１億８１９万８千円 １億２，５１０万９千円の減

４節 防衛施設周辺整備事業補助金の減で

内訳では、

矢臼別演習場周辺農業用施設等整備事業補助金 畜産業 ３，７９９万８千円

の増

特定防衛施設周辺整備調整交付金 畜産業 １，４００万円の増で、

昨年度計上の矢臼別演習場周辺農業用施設整備事業補助金 畜産業 １億７，

７１０万７千円が皆減であります。

６目 土木費国庫補助金

３億９，６２６万５千円 ２，２４３万３千円の増

主に、

２節 道路橋梁費補助金 ６，６３６万８千円の減

６節 住宅費補助金 ７，１０３万４千円の増

７節 防衛施設周辺整備事業補助金 ４２６万７千円の増であります。

消防費国庫補助金 予算計上ゼロのため廃目となります。

８目 教育費国庫補助金 １，６５３万９千円 ２９４万５千円の減

主に、１節 教育総務費補助金の公立学校情報機器整備費補助金の皆増及び

５節 社会教育費補助金のアイヌ政策推進交付金（文化財保護）の皆増と昨年

度計上の２節 小学校費補助金のへき地児童生徒援助費等補助金の皆減であり

ます。

３項 委託金 １目 総務費委託金 ３０万４千円 次ページにわたり

増減なし

２目 民生費委託金 ３３５万７千円 ３４万１千円の減

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 ２億２７４万８千円 ２，１３６万２千円の増

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。
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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 １億８，４６２万４千円 ４０２万４千円の増

主に、１節 社会福祉費負担金の保険基盤安定負担金の増及び低所得者保険料

軽減負担金の増

２節 児童福祉費負担金の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 ４万２千円 増減なし

２項 道補助金 １目 総務費道補助金 ７６９万４千円 ７６４千５千円の

増

主に、地方創生推進交付金と地域少子化対策重点推進交付金の皆増であります。

２目 民生費道補助金 ２，９６７万６千円 ４４７万１千円の増

主に、１節 社会福祉費補助金の地域づくり総合交付金（社会福祉施設）の皆

増と ２節 児童福祉費補助金の子ども・子育て支援交付金の増であります。

３目 衛生費道補助金 ５６６万２千円 ３０万６千円の減

主に、地域づくり総合交付金（健康推進）の減と乳幼児等医療費補助金の減で

あります。

次ページ

４目 農林水産業費道補助金

１億３，２９１万１千円 １，３５９万１千円の減

１節 農業費補助金 ８５万３千円の減

主に、青年就農給付金事業補助金の皆増と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 ４０５万８千円の減

主に、中山間地域等直接支払交付金と多面的機能支払交付金の減であります。

３節 林業費補助金 １２万円の増

主に、森林環境保全直接支援事業補助金（造林）の増と昨年度計上の地域新エ

ネルギー導入加速化調査支援事業費補助金の皆減であります。

５節 水産業費補助金 ８８０万円の減

昨年度計上の地域づくり総合交付金（水産振興）の皆減であります。
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５目 商工費道補助金 ５５９千９千円 ７３１万５千円の減

主に、地域づくり総合交付金（食文化振興）の減であります。

６目 土木費道補助金 １５万円 皆増

住宅耐震改修補助金の計上であります。

７目 消防費道補助金 ４７０万円 １８０万円の増

地域づくり総合交付金（災害対策）の増であります。

８目 教育費道補助金 １，５１０万円 １，１３０万円の増

地域づくり総合交付金（温水プール運営）の増であります。

３項 委託金 １目 総務費委託金

２，７５９万３千円 ８３１万６千円の増

主に、４節 選挙費委託金が皆増であります。

３目 衛生費委託金 ５万５千円 ２万５千円の増

主に、浄化槽届出事務委託金の増であります。

４目 農林水産業費委託金 １２９万８千円 １４万５千円の減

２節 林業費委託金の有害鳥獣捕獲許可等事務委託金の減及び

３節 水産業費委託金の減であります。

５目 商工費委託金 ４千円 ２千円の増

事業協同組合事務費委託金の増であります。

６目 土木費委託金 次ページにわたり ３８万円 増減なし

１８款 財産収入 １項 財産運用収入

１目 財産貸付収入 ２，０８２万８千円 １１４万２千円の増

１節 土地建物貸付収入 １１４万２千円の増

主に、貸家料（きのこ生産者住宅）の増及び貸家料（移住体験住宅）の皆増で

あります。

２目 利子及び配当金 ３万４千円 １千円の増

森林環境譲与税基金利子の皆増であります。

著作権等運用収入 予算計上ゼロのため廃目となります。
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２項 財産売払収入

１目 不動産売払収入 ７３２万２千円 ８８万５千円の減

主に、立木売払代の減であります。

２目 生産物売払収入 ５，７３５万円 ２１９万１千円の増

主に、しいたけ菌床売払代の増と餌料藻類売払代の増であります。

１９款 寄附金

１項 寄附金 １目 一般寄附金 ４億円 １億円の増

ふるさと納税分として、４億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 １億５，４００万円

次ページ

４目 まちおこし基金繰入金 ２００万円

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 １，１１０万円

１０目 ふるさと納税基金繰入金 １億８，０００万円

１１目 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金 ３，９５０万円

１２目 森林環境譲与税基金繰入金 １，０２０万円

合わせて、基金繰入金は、１０億９，８６０万円の計上で、

前年度比、１，４９０万円の増であります。

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１６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 １千円 １９万９千円の減

２目 加算金 １千円 増減なし

３目 過料 １千円 増減なし

２項 預金利子 １目 町預金利子 ４万９千円 １万８千円の減
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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 ９７万５千円 増減なし

６目 十勝沖地震 災害援護資金 貸付金収入 １２万１千円 増減なし

４項 受託事業収入

３目 衛生費受託事業収入 ２６９万１千円 ２万７千円の増

５目 土木費受託事業収入 ３万円 増減なし

６項 雑入

１目 滞納処分費 １千円 増減なし

２目 過年度収入 １千円 増減なし

３目 雑入 ６，００７万６千円 １，９０２万３千円の減

次ページにわたり

主な増減としては、

いきいきふるさと推進事業助成金（企画） １００万円 皆増

資源ごみ売払代 ２２５万７千円の減

昨年度計上の厚岸情報ネットワーク難視聴対策事業補償金 １，８７５万５千

円と子ども発達支援センター事業負担金 １１７万２千円が皆減であります。

２３款 １項 町債 １０億３，７７０万円 ９億１，８６０万円の減

次ページ

１目 総務債 ４，６４０万円 １，７００万円の増

２目 民生債 １億２，８８０万円 １１億３，２７０万円の減

３目 衛生債 ６，３１０万円 ９，６３０万円の減

４目 農林水産業債 ４，６１０万円 ２，１１０万円の減

５目 土木債

３億１，６７０万円 ９，５５０万円の増

６目 消防債

７，３３０万円 ８００万円の増
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７目 教育債 １億１，８７０万円 １億１，４３０万円の増

説明欄記載のとおり、２９事業債の計上であります。

９目 臨時財政対策債 ２億４，４６０万円 ９，６７０万円の増

地方財政計画の伸び率を勘案しての計上であります。

以上で、歳入の説明を終わります。

６１ページをお開き願います
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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４８ページから５２ページをご参照ください。

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。
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１款 １項 １目 議会費

５，９４１万５千円 １６５万３千円の減

４事務事業の計上でございます。

議員報酬等 ５，３８６万６千円 １６６万円の増

議会運営 ３６０万４千円 ３４３万６千円の減

主に、会議録調製委託料の減であります。

町議会だより発行 ６４万９千円 ９千円の減

議会事務局 １２９万６千円 １３万２千円の増 次ページにわたり

事務用消耗品の増であります。

６５ページ

２款 総務費 １項 総務管理費 １目 一般管理費

５，３４０万円 ３，９０９万２千円の減

１０事務事業の計上であります。

表彰者審査委員会 ３万３千円 増減なし

行政不服審査会 ２万８千円 増減なし

総務一般 ９２６万１千円 １万１千円の減

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 増減なし

文書・法制 ６７４万９千円 ４２万９千円の増

主に、通信運搬費の増であります。

庁舎・町民広場 ２，５９２万円 ６９万５千円の減

次ページにわたり

燃料費、光熱水費、通信運搬費など、庁舎管理経費の計上で、

主に、燃料費 及び備品購入費の減であります。
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役場庁舎非常用発電整備 １，０５６万円 皆増

役場庁舎の非常用発電設備を更新するため基本計画策定業務委託料の計上であ

ります。

特別職報酬等審議会 ４万円 増減なし

管理人等災害補償 １８万７千円 皆増

各町有施設の管理人などに対する業務時の災害補償保険料の計上であります。

危機対策一般 ３２２万６千円 ６７２万４千円の減

主に、昨年度計上の国土強靭化地域計画及び業務継続計画策定委託料の減であ

ります。

２目 簡易郵便局費 ３８万６千円 ３千円の減

次ページにわたり、簡易郵便局の運営経費の計上であります。

３目 職員厚生費 ２，０３０万６千円 １８０万５千円の減

３事務事業の計上であります。

人事給与管理 ７２６万４千円 １８１万２千円の減

主に、北海道職員の派遣に伴う負担金の減であります。

職員福利厚生・健康管理 ９６７万８千円 １５万２千円の増

主に、消耗品費の職員貸与被服の減のほか、職員の健康診断委託料の増であり

ます。

次ページ

職員研修 ３３６万４千円 １４万５千円の減

職員研修にかかる旅費及び負担金ほかの計上で、

主に、職員研修負担金の減であります。

４目 情報化推進費 １億９，６７６万４千円 ５，０８１万２千円の減

１２事務事業の計上であります。

情報公開審査会 ３万５千円 ２千円の増

個人情報保護審議会 ３万９千円 １千円の増

個人情報保護審査会 ３万５千円 ２千円の増

それぞれ、費用弁償の増であります。
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情報公開・個人情報保護 １万３千円 増減なし

総合行政情報システム運営 ６，５９２万３千円 ９１万４千円の減

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、昨年度計上の事務機器廃棄処理委託料の減であります。

住民基本台帳ネットワーク ７０万２千円 ６万６千円の増

主に、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 １２７万９千円 増減なし

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 ３，７６４万５千円 ２９万５千円の減

次ページにわたり

同ネットワークの運営経費の計上で

主に、センター設備電気料及び昨年度計上の施設用備品購入の減であります。

個人番号カード等交付事務 ３３９万２千円 ２２３万９千円の減

主に、関連事務委託料の減であります。

厚岸情報ネットワーク整備事業 １，１０３万３千円 ２８９万４千円の増

ＮＴＴ柱と北電柱の移転に伴う架線整備委託料、

架線増設委託料、ＩＰ告知情報端末等の新設工事費の増であります。

総合行政情報システム整備事業 ７，３５５万９千円 ５万８千円の減

同システム整備委託料の増及び同システム（強靱性向上）借上料の減でありま

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

３１０万９千円 ２０２万１千円の減 次ページにわたり

番号制度システムの改修に伴う委託料の増であります。

５目 交通安全防犯費 ７５０万６千円 ２０万３千円の増

４事務事業の計上であります。
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交通安全指導員 １７５万９千円 ８万２千円の減

主に、昨年度計上の総合賠償保障保険料を職員厚生費計上の管理人等災害補償

に振替えたことによる減であります。

交通安全 ２０４万５千円 ３８万５千円の増

主に、高齢者運転免許自主返納に伴う報償費の増であります

防犯 ５０万２千円 増減なし

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 ３２０万円 １０万円の減

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 ２２５万１千円 １，７１５万３千円の減

２事務事業の計上であります。

町史編さん審議会 ４万２千円 次ページわたり 増減なし

町史編さん ２２０万９千円 １６万３千円の減

主に、特別旅費の減であります。

７目 文書広報費 ３９８万１千円 ４１７万５千円の減

２事務事業の計上であります。

広報 ３９３万１千円 ６８万６千円の増

広報誌作成に係る関連経費の計上で、

主に、町の申請手続きや各種制度などをまとめた暮らしの便利手帖印刷費

の増であります。

広聴 ５万円 １万円の減

印刷費の減であります。

８目 財政管理費 １，５０７万６千円 ６万１千円の減

５事務事業の計上であります。

財政管理 ５５７万４千円 ６万１千円の減 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、

主に、普通旅費 ４万２千円の減であります。
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財政調整基金 １０万円

減債基金 ９３０万１千円

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 １千円

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 ４１０万２千円 ５２万３千円の減

出納業務にかかる関連経費の計上で、

主に、振込手数料の減であります。

１０目 企画費 ４，２６３万４千円 ２億９，４０５万円の減

１７事務事業の計上であります。

企画一般 ９５万８千円 ３万７千円の減

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１１件の計上で、

主に、普通旅費の減であります。

国土法事務 ４万４千円 ５千円の減

事務用消耗品の減であります。

北海道くしろ地域・東京特別区交流推進 ９４万３千円 増減なし

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。

空家等対策協議会 １０万３千円 皆増

空家等対策協議会の委員報酬及び費用弁償の計上であります。

空家等対策 ６０７万３千円の減

空家等対策に要する事務経費の計上で、

主に、空家等対策実態調査委託料の減であります。

次ページ

空家等除却促進補助 ２５０万円 皆増

空家等対策計画に基づく、空家等の除却費用に対し、上限額５０万円、５件分

の補助金の計上であります。
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北海道日本ハムファイターズ応援大使 ３２０万５千円 皆増

「北海道１７９市町村応援大使２０２１」に厚岸町が選定され、町全体で応援

するほか、町のＰＲ活動経費の計上で、

主に、

町民との応援ツアー送迎バス運行委託料、応援グッズ等消耗品ほかの計上であ

ります。

ふるさと交流一般 ４７万円 ２３万３千円の増

主に、厚岸町で「東京厚岸会」を開催する経費の増であります。

国際・地域交流 ３２２万４千円 １８４万１千円の増 次ページにわたり

主に、本年は、山形県村山市と友好都市提携３０周年を迎えるにあたり、「む

らやま徳内まつり」へ町民２０名の参加に対する助成と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 ２００万円 １９９万９千円の増

まちおこし補助金交付見込１件分の計上であります。

移住・定住 ３３５万３千円 皆増

移住・定住を促進するため、移住イベントへの参加やパンフレット及び移住定

住促進動画の制作などの経費の計上であります。

移住体験住宅 ７９万４千円 皆増 次ページにわたり

厚岸町への移住を検討している方に対し、一定期間町内での生活を体験できる

住宅の貸付経費の計上であります。

なお、体験住宅には地域おこし協力隊用住宅を転用して活用いたします

移住支援金 ７２０万円 皆増

移住促進及び中小企業における人手不足解消を目的に、東京圏から厚岸町に移

住して就業または、起業する方に対する、支援金の計上であります。

移住・定住促進 ３９０万 皆増

厚岸町に移住・定住しようとする方へ、経済的負担を軽減するため、引越費用

や家賃に対する補助金の計上であります。

結婚支援 ８２５万 皆増

新婚世帯へ、住居費及び引越費用に対する補助金の計上であります。

地域おこし協力隊 ４５４万６千円 ４３０万円の減

地域おこし協力隊員として、本年度新たに２名の採用を含む、

計３名分の隊員報酬と活動関連経費の計上であります。
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地域おこし協力隊起業等支援 １００万 ２００万円の減

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。

次ページ

１１目 財産管理費 ５，９６４万３千円 ５，１９３万９千円の増

３事務事業の計上であります。

財産管理一般 １２６万８千円 ３７万９千円の増

宮園４丁目１０９－１の内及び１０９－２、３、４の町有地売払に伴う不動産

鑑定委託料の増であります。

共通物品調達 ６７２万７千円 ８万８千円の減

共通物品の調達経費の計上であります。

旧教員住宅解体事業 ５，１６４万８千円 皆増

旧教員住宅、上尾幌６棟６戸、小島２棟３戸、奔渡１棟３戸、トライベツ１棟

１戸の解体工事費の計上であります。

１２目 車両管理費 １，６８６万３千円 ７５万５千円の増

２事務事業の計上であります。

公用車管理 ７８５万２千円 １６５万円の減 次ページにわたり

公用車の運行管理経費の計上であります。

公用車整備事業 ９０１万１千円 ２４０万５千円の増

ステーションワゴン２台、１トントラック１台の購入費の計上であります。

町制施行１２０周年記念事業は、予算計上ゼロのため廃目となります。

２項 徴税費 １目 賦課納税費 ２，６６５万３千円 ２８５万９千円の減

４事務事業の計上であります。

町民税課税 ８９７万７千円 ５３万４千円の減

町民税の課税関連経費の計上で、

主に、固定資産税評価替えに伴う電算処理委託料の減であります。
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固定資産評価審査委員会 ２５万６千円 ２３万８千円の増

次ページにわたり、

同委員会の審査会経費の計上で、

主に、運営研修会の参加に伴う費用弁償 １１万２千円の増であります。

資産税課税 ３６６万２千円 ２８０万４千円の減

資産税の課税関連経費の計上で、

主に、固定資産の評価のための行政業務委託料が減であります。

町税収納 １，３７５万８千円 ２４万１千円の増 次ページにわたり

主に、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、コンビニ収納など手数料と収納対策に要するタイヤロック購入費の増で

あります。

３項 １目 戸籍住民登録費 ８３８万１千円 ５７７万３千円の減

４事務事業の計上であります。

戸籍住民基本台帳 ６２１万１千円 ２５万７千円の増

戸籍と住民基本台帳に関する事務経費の計上で、

主に、各種戸籍届書の用紙印刷の増であります。

上尾幌駐在所 ８万６千円 １万円の増

旅券事務 ７万６円 １万６千円の増

交付端末機保守点検委託料の増であります。

湖南地区出張所 ２００万８千円 ３６万８千円の増

次ページにわたり、

同出張所の運営経費の計上で、

主に、公用車リース料の増であります。

４項 選挙費 １目 選挙管理委員会費 ５２万円 ２万５千円の減

２事務事業の計上であります。

選挙管理委員会 ２１万９千円 ４万８千円の減

選挙管理委員会経費の計上であります。

選挙一般 ３０万１千円 ２万３千円の増

主に、連合会定期総会の参加に伴う費用弁償の増であります。
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町長選挙費 ９０４万３千円 次ページにわたり 皆増

町議会議員補欠選挙費 ２６８万円 皆増

衆議院議員選挙費 １，５３８万４千円 次ページにわたり 皆増

それぞれ各選挙費の計上であります。

５項 統計調査費

１目 統計調査総務費 ８２万２千円 ４８４万４千円の減

４事務事業の計上であります。

統計一般 ７万３千円 増減なし

工業統計調査 ４千円 １１万２千円の減

学校基本調査 ９千円 増減なし

経済センサス ７３万６千円 次ページにわたり６６万６千円の増

各種統計調査費の計上であります。

６項 １目 監査委員費 ２５７万９千円 ６千円の増

２事務事業の計上であります。

監査委員 ２３７万６千円 ５千円の増

監査委員報酬、費用弁償の計上であります。

監査委員事務局 ２０万３千円 １千円の増

事務局経費の計上であります。

１０９ページ

３款 民生費 １項 社会福祉費

１目 社会福祉総務費 ２億１，２１０万５千円 ２，５４１万円の増

１０事務事業の計上であります。

国民健康保険特別会計 １億２，１２４万７千円 ５８５万４千円の増

特別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 １，２８０万６千円 １００万９千円の減

センター管理経費の計上で、

主に、修繕料及び公用車リース料の減であります。
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社会福祉一般 ４，３５０万円 ２４９千８千円の減 次ページにわたり

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、昨年度計上の地域福祉計画策定委託料の減であります。

民生委員推薦会 ５万４千円 増減なし

戦没者追悼式 ４７万６千円 ６千１千円の増

主に、追悼式に要する消耗品の増であります。

福祉灯油 ２３５万９千円 ３５万７千円の減

主に、灯油単価の減であります。

災害見舞金 ５万円 次ページにわたり 増減なし

多機能共生型地域交流センター ２５１万７千円 ７万７千円の減

同施設の管理運営費の計上で、

主に、光熱水費の減であります。

社会福祉センター設備整備事業 １，０００万円 ５１５万４千円の増

社会福祉センターの照光設備の更新に対ずる社会福祉協議会への補助金の計上

であります。

多機能共生型地域交流センター整備事業 １，９０９万６千円 皆増

センター漏水防止改修に伴う工事費の計上であります。

２目 心身障害者福祉費 ３億２，８７８万円 １２９万３千円の減

１６事務事業の計上であります。

障害支援区分等審査会 ４３万５千円 ５万８千円の減

審査会に要する経費の計上で、

主に、基本調査委託料の減であります。

次ページ

心身障害者福祉一般 ２９８万円 ２２７万４千円の減

主に、昨年度計上の障がい福祉計画策定委託料の減であります。

障害者更生医療給付 １，７５８万９千円 増減なし

主に、更生医療給付費の計上であります。

障害者（児）補装具給付 ２０９万円 ４３万２千円の減

補装具給付費の計上であります。
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障害者（児）介護・訓練等給付

２億８，５４９万１千円 １０万１千円の増

各給付費などの計上であります。

育成医療給付 ３１万２千円 次ページにわたり 増減なし

主に、育成医療給付費の計上であります。

身体障害者等交通費助成 ８０万９千円 ３万８千円の減

交通費支援の計上で、

主に、じん臓機能障害者交通費の減であります。

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 ３７４万１千円 ４万８千円の増

専門職派遣委託料の増であります。

地域生活支援 １，７２３万７千円 １５４万６千円の増

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、

主に、訪問入浴サービス実施委託料の増と緊急時の受け入れ対応に係る地域生

活支援拠点の空床確保負担金の増であります。

障害児援護旅費助成 ２万４千円 増減なし

心身障害児等施設通園交通費助成 １万９千円 増減なし

生活福祉資金等利子補給 １千円 増減なし

地域訪問支援 １２万４千円 １８万６千円の減

主に、昨年度計上の車検に伴う修繕料の減であります。

事業者バリアフリー支援 ２５万円 増減なし

事業者に対する助成金の計上であります。

次ページ

３目 心身障害者特別対策費 １，３３１万５千円 ２２４万４千円の減

２事務事業の計上であります。
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重度心身障害者医療 １，３００万円 ２２２万５千円の減

重度心身障害者医療事務 ３１万５千円 １万９千円の減

医療給付、請求手数料の減であります。

４目 老人福祉費 ２億４，０４７万９千円 ３４０万７千円の減

１８事務事業の計上であります。

介護保険特別会計 １億９，０５５万４千円 ５２２万６千円の増

特別会計への繰出金の計上であります。

老人福祉一般 ６万８千円 １６５万７千円の減

主に、昨年度計上の高齢者保健福祉計画策定委託料の減であります。

介護予防・生活支援 高齢者福祉 ４８１万円 ４万２千円の増

主に、モバイル型通報システムへの変更に伴う緊急通報サービス実施委託料の

増であります。

老人クラブ運営支援 １１３万７千円 ２万４千円の減

次ページにわたり

老人クラブ運営費補助金の減であります。

老人保護措置費 ９２９万円 １７９万１千円の減

老人日常生活用具給付 ７万７千円 増減なし

福祉バス運行 ４１７万９千円 ６万１千円の増

主に、委託料の増であります。

福祉交通回数券助成 ９０９万６千円 １２９万２千円の増

主に、福祉回数券の一人当たり助成額を５千円から７千円へ拡充することによ

る増であります。

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 ８０万円 次ページにわたり

４万８千円の減

老人福祉電話貸与 ２万４千円 ５万９千円の減
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敬老会 ６８０万６千円 ３９万３千円の増

主に、支給基準日の変更に伴う敬老会補助金の増であります。

長寿祝金 ６８５万円 １８９万９千円の増

支給対象者見込による増であります。

高齢者事業団育成 ３０万円 増減なし

老人福祉施設 ２２４万５千円 ８１万２千円の減

主に、施設修繕料の減であります。

成年後見推進 １２５万９千円 １４万８千円の増 次ページにわたり

主に、委託料の増であります。

元気いきいき高齢者応援 １１０万５千円 ３２万５千円の減

支給対象者見込による減であります。

介護保険利用者負担軽減措置 １３９万９千円 ５万６千円の減

主に、利用者負担軽減措置見込による減であります。

５目 後期高齢者医療費 １億５，１１８万円 １，２３２万２千円の減

２事務事業の計上であります。

後期高齢者医療特別会計 ４，７５５万７千円 ５４万７千円の増

特別会計への繰出金であります。

後期高齢者医療一般 １億３６２万３千円 １，２８６万９千円の減

６目 国民年金費 １１万円 次ページにわたり ７千円の減

主に、消耗品費の減であります。

７目 自治振興費 ３，０７２万５千円 １０３万９千円の減

４事務事業の計上であります。

自治振興一般 １６５万３千円 ３万５千円の減

自治会活動活性化支援 ３１０万円 １０万円の減

それぞれ、自治会数が１減ったことによる助成金の減であります。
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地域公共交通対策 １，６７８万１千円 ８５万９千円の増

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 ９１９万１千円 ６６万３千円の減

生活交通路線等への運行助成の計上であります。

次ページ

８目 社会福祉施設費 １億１７８万２千円 ８，３３７万５千円の増

８事務事業の計上であります。

コミュニティセンター ８４万３千円 ２万円の減

コミュニティセンター２カ所の維持管理経費の計上で、

主に、燃料費の減であります。

集会所 ５８０万４千円 ５９万２千円の減

集会所１４カ所の維持管理経費の計上で、

主に、施設修繕料の減と

糸魚沢地区集会所テーブル１０台の購入費の増であります。

生活館 ３０万円 ２万１千円の減 次ページにわたり

主に、施設修繕料の減であります。

生活改善センター ４８０万３千円 ３７万円の減

施設の維持管理経費の計上で

主に、指定管理委託料の減であります。

若松地区集会所整備事業 ３９８万２千円 皆増

屋根葺替え工事費の計上であります。

トライベツ地区集会所整備事業 ８１５万１千円 皆増

屋根及び外壁改修工事費の計上であります。

なお、この２事業の財源については、地域づくり総合交付金を充当するもので

あります。

湾月生活館整備事業 ４，７１２万１千円 ４，１４６万７千円の増

施設老朽化に伴う屋根及び外壁など全面改修工事費の計上であります。

なお、この事業の財源については、アイヌ政策推進交付金を充当するものであ

ります。
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次ページ

旧宮園・白浜地区コミュニティセンター解体事業

３，０７７万８千円 皆増

解体工事費の計上であります。

２項 児童福祉費 １目 児童福祉総務費

６，２５３万４千円 １２６万２千円の増

５事務事業の計上であります。

子ども・子育て会議 ２３万８千円 増減なし

児童福祉一般 ５，２２２万８千円 ７５万６千円の増

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 １３万８千円 １万３千円の減

太田へき地保育所 １２４万４千円 ３万５千円の減 次ページにわたり

入所見込み児童数１１人の保育経費の計上で、

主に、賄材料費などの減と図書教材購入費の増であります。

子育て支援対策 ８６８万６千円 ５５万４千円の増

次世代出産祝い金支給、幼稚園等給食費助成、妊婦健康診査通院費助成ほかの

計上で、

主に、出産見込数による祝金の増であります。

２目 児童措置費 １億３３０万５千円 ８０９万５千円の減

児童手当の計上であります。

次ページ

３目 ひとり親福祉費 ５２４万３千円 ７４万６千円の減

２事務事業の計上であります。

ひとり親家庭等医療 ５１０万円 ７４万円の減

ひとり親家庭等医療事務 １４万３千円 ６千円の減

医療給付、請求手数料の減であります。
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４目 児童福祉施設費

１億３，６３７万９千円 １１億９，０４７万８千円の減

１１事務事業の計上であります。

保育所一般 ２８４万３千円 ２２万７千円の増

主に、広域入所委託料の増であります。

あっけし保育所備品整備事業 １，２００万円 皆増

新しい保育所の施設用備品購入費の計上であります。

なお、財源につきましては、一部大地みらい信用金庫様からの寄附金で積み立

てた、地域づくり推進基金を活用するものであります。

厚岸保育所解体事業 ９，１３１万１千円 皆増

保育所建設に伴う、旧保育所の解体工事費の計上であります。

子育て支援センター車両整備事業 ８２万１千円 皆増

次ページにわたり

中古車１台の公用車の購入であります。

厚岸保育所 ３０８万８千円 ８２３万９千円の減

入所見込み児童数７２人とし、新保育所移行に伴う３ヶ月分の保育経費であり

ます。

厚岸保育所 世代間交流 ５千円 ６万２千円の減

新保育所移行に伴う減であります。

子育て支援センター ３７万円 １０万９千円の減 次ページにわたり

主に、中古車両購入に伴う車両経費の減と図書教材購入費の増であります。

しんりゅう保育所 １，５５０万４千円 ７８万円の増

入所児童見込み数８６人の保育経費の計上であります。

主に、ボイラー保守点検委託料の増と図書教材購入費の計上であります。

次ページ

しんりゅう保育所（世代間交流） ９万９千円 ５千円の減

あっけし保育所 １，０２７万円 皆増

あっけし保育所（世代間交流） ６万８千円 皆増

それぞれ、７月に供用開始する新しい保育所経費の計上であります。
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５目 児童館運営費 ４０２万７千円 ７９万３千円の増

５事務事業の計上であります。

児童館運営委員会 ５万円 １千円の減

児童館一般 ７万７千円 １万１千円の増

主に、普通旅費の増であります。

子夢希児童館車両整備事業 ８２万１千円 皆増

中古車１台の公用車の購入であります。

友遊児童館 １４９万２千円 ３万２千円の増

次ページにわたり、

子夢希児童館 １５８万７千円 ７万円の減

両施設ともに、施設運営経費の計上で、

主に、図書教材購入費の増であります。

なお、保育所３カ所、へき地保育所１カ所、児童館２カ所、子育て支援センタ

ーの図書教材購入費の財源につきましては、一部、昨年度 北海道栗山町 吉

田 礼子 様からの寄附金で積み立てた、地域づくり推進基金を活用するもの

であります。

１５１ページ

４款 衛生費 １項 保健衛生費

１目 衛生予防費 ５７０万７千円 ４０９万２千円の増

５事務事業の計上であります。

公衆浴場 ９９万円 ２５万円の減

主に、昨年度計上の設備修繕助成の減であります。

有害動物対策 ６８万５千円 ５８万２千円の増

主に、スズメバチ駆除用の防護服購入費の計上であります。

病症媒介動物対策 ４万８千円 増減なし

畜犬登録・狂犬病予防 ２２万４千円 増減なし

公衆浴場設備整備事業 ３７６万円 皆増

配管等設備修繕に対する補助金の計上であります。
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２目 健康推進費 ６，７５９万６千円 １８８万３千円の増

１５事務事業の計上であります。

健康推進一般 ２，２８０万３千円 ３１万３千円の増

次ページにわたり、

健康づくりの推進に必要な経費の計上で、

主に、第３期健康増進計画策定に係る町民対象調査郵送代の増と厚岸郡救急医

療確保負担金の増であります。

母子保健 ５２０万２千円 １８万７千円の減

妊婦健康診査、乳幼児健康診査や不妊治療費助成など、母子保健推進に必要な

経費の計上で、

主に、妊婦一般健康診査及び乳幼児健康診査委託料の減であります。

次ページ

妊婦・出産包括支援 ３４９万３千円 ９４万１千円の増

妊婦、子育てに対する支援等の計上で、

主に、養育支援訪問事業委託料と産後ケア事業利用料助成の増であります。

予防接種 １，９６６万４千円 ２２８万６千円の増

次ページにわたり

各定期予防接種に関する経費の計上で、

主に、ロタウイルスワクチン予防接種委託料の増であります。

子どもインフルエンザワクチン予防接種

１２８万８千円 ３万９千円の減

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種 ８２万７千円 １７万９千円の減

ともに、接種見込みによる減であります。

エキノコックス症対策 ５６万６千円 ８万１千円の減

主に、委託料の減であります。

がん予防保健 ８１５万１千円 ５万７千円の増 次ページにわたり

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 ３２１万２千円 １万８千円の増

主に、特定健診における会場使用料の増であります。
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健康増進 ９１万８千円 ４万円の減

主に、肝炎ウイルス検診委託料の減であります。

感染症対策 ８万４千円 ７万５千円の増

感染症対策消耗品の増であります。

未熟児養育医療給付 １８万１千円 増減なし

次ページ

精神障害者医療 ５０万２千円 １６万円の増

対象者見込による医療費の増であります。

難病対策 ４２万８千円 ２２万６千円の増

対象者見込による通院費の増であります。

精神障害者社会復帰支援 ２７万７千円 ３５万２千円の減

対象者見込による減であります。

３目 墓地火葬場費 ７９４万９千円 ６１９万３千円の減

４事務事業の計上であります。

斎場 ７１４万９千円 ４５万６千円の増

施設の管理運営経費の計上で、

主に、火葬場業務委託料の増であります。

霊園 ４０万円 １千円の減 次ページにわたり

施設の管理運営経費の計上であります。

墓地 ２７万４千円 ２７万９千円の減

主に、修繕料の減であります。

町外火葬施設使用料助成 １２万６千円 増減なし

４目 水道費 ２，０１７万７千円 ２７万２千円の増

２事務事業の計上であります。

水道事業会計 １，１９８万５千円 １１３万８千円の増

水道事業会計への負担金及び補助金であります。
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簡易水道事業特別会計 ８１９万２千円 ８６万６千円の減

特別会計への繰出金であります。

５目 病院費 ３億８，７０７万４千円 ２２４万１千円の増

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 ３，５０１万７千円 １７１万９千円の減

２事務事業の計上であります。

子ども医療 ３，４００万円 １７０万５千円の減

子ども医療事務 １０１万７千円 １万９千円の減

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

１，４０４万２千円 ３３１万３千円の減

７事務事業の計上であります。

環境審議会 １２万６千円 増減なし

環境対策一般 １７３万４千円 １１万３千円の減

昨年度計上の町制執行１２０周年記念環境講演会講師依頼旅費の減でありま

す。

環境調査監視 ３８６万１千円 次ページにわたり 増減なし

環境マネジメントシステム ９千円 増減なし

省エネルギー普及 ６万５千円 増減なし

特定外来生物対策 １４万７千円 増減なし

環境保全基金 ８１０万円 ３２０万円の減

基金積立金であります。

２目 水鳥観察館運営費 ５５８万円 ３０２万５千円の増

４事務事業の計上であります。
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厚岸水鳥観察館 １５０万４千円 ４８万４千円の増 次ページにわたり

館運営経費ほかの計上で、

主に、自走式芝刈機１台の備品購入の計上であります。

厚岸湖・別寒辺牛湿原 学術研究奨励

１３２万５千円 増減なし

湿地情報交流 ２１万円 増減なし

別寒辺牛湿原カヌー乗降施設整備事業 ２５４万１千円 皆増

別寒辺牛川橋駅付近カヌー乗降施設の改修補修工事費の計上であります。

３目 廃棄物対策費 ７３９万８千円 １３６万９千円の増

３事務事業の計上であります。

廃棄物対策一般 ３７５万８千円 １２７万８千円の増

次ページにわたり

主に、ごみの適正排出推進やリサイクル率向上を図るため、新たに、全世帯に

配付するごみ分別表印刷費の増であります。

清掃手数料事務 ２５７万６千円 １３万５千円の減

主に、徴収・賦課調査委託料の減であります。

生ごみ分別・資源化 １０６万４千円 ２２万６千円の増

生ごみ分別用水切り容器及び消臭液などの消耗品の増であります。

４目 ごみ処理費 ３億１６１万１千円 ４６４１万９千円の減

７事務事業の計上であります。

ごみ収集・ごみ処理場運転 １億６，０８２万円 ９０２万円の増

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 ４，７３６万４千円 ３，７４３万円の増

主に、釧路広域連合のごみ焼却処理に伴う負担金の増であります。

基幹的設備改良事業（釧路広域連合） ６，３１８万４千円

２，３４０万９千円の増 次ページにわたり

釧路広域連合が令和２年度から令和５年度に実施する、基幹的設備改良事業に

ついて、構成市町村の負担金の計上であります。
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ごみ処理場一般 ３１万５千円 １万円の減

環境再生保全機構負担金の減であります。

ごみ処理場管理 １，４２３万１千円 １，７９１万７千円の減

次ページにわたり

主に、広域処理開始による施設管理運転経費の減であります。

特別管理産業廃棄物処理 ６１８万７千円 皆増

町有施設から発生した特別管理産業廃棄物（ＰＣＢ廃棄物）の処理処分委託料

の計上であります。

ごみ処理場整備事業 ９５１万円 皆増

廃止したごみ焼却処理場の煙突頂部の開口部封鎖工事費、アルミ缶とスチール

缶を選別する新たな選別機１台の購入費、不燃物処理施設床面のコンクリート

舗装補修工事費の計上であります。

５目 し尿処理費 ８，４８７万円 ７２９万円の増

３事務事業の計上であります。

し尿収集 ５，０１６万円 増減なし

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 ２，９０１万２千円 １５９万２千円の増

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。

汚水処理施設設備整備事業 ５６９万８千円 皆増

処理施設の汚泥破砕ポンプ２台と流量調整槽攪拌ポンプ２台の改修工事費の計

上であります。

６目 下水処理費 ９００万円 次ページにわたり 増減なし

１７９ページ

５款 農林水産業費 １項 農業費

１目 農業委員会費 １，０６０万９千円 ２０万２千円の減

６事務事業の計上であります。
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農業委員会 ８７７万８千円 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 増減なし

事務局経費の計上であります。

農業後継者対策 ３０万円 ２０万円の減

支援協議会への補助金の減であります。

農業者年金事務 ２９万１千円 増減なし

次ページ

事務適正･農地有効活用支援 ４６万４千円 増減なし

農地保有合理化事業等業務委託 ６千円 ２千円の減

２目 農業振興費 １億３，１５０万９千円 ２９万４千円の増

１０事務事業の計上であります。

農業振興一般 ３万９千円 増減なし

農業経営 基盤強化資金 利子補給 １４４万３千円 １８万６千円の増

畜産経営維持 緊急支援資金 利子補給 １１万６千円 ６万７千円の減

畜産特別支援資金 利子補給 １０万６千円 ６千円の減

各資金利子補給の増減であります。

青年就農給付金給付 １５０万円 皆増 次ページにわたり

新たに農業経営する新規就農者１件分に対しての補助金の計上であります。

中山間地域等直接支払事業 １億円 ３１０万円の減

中山間地域等直接支払推進事業 ２３万８千円 ８万６千円の増

それぞれ、当該事業の交付金及び事務費の増減であります。

多面的機能支払交付金事業 １，３０４万２千円 ２４２万円の減

当該事業の交付金の減であります
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多面的機能支払推進事業 １７万２千円 増減なし

新規就農者誘致事業 １，４８５万３千円 ４１１万５千円の増

新規就農３件に対する奨励金の計上であります。

３目 畜産業費 １億１，８１３万１千円 １億２，３７１万３千円の減

６事務事業の計上であります。

畜産業一般 ２７万４千円 １万９千円の減

次ページ

家畜衛生対策 ２７６万円 ２６万円の減

協議会補助金の減であります。

矢臼別演習場 周辺農業用 施設等 整備事業（浜中町農業協同組合）

１，０６８万２千円 ３６０万２千円の減

トラクターほか、作業機械の整備に対する補助金の計上であります。

矢臼別演習場 周辺農業用 施設等 整備事業（釧路太田農業協同組合）

４，１６８万４千円 １億３，５５０万７千円の減

トラクターほか、作業機械の整備に対する補助金の計上であります。

町営牧場整備事業 ２，７１８万８千円 ２，３２２万２千円の増

隔離牛舎パドック給水器設置改修工事費の計上であります。

町営牧場 管理用機械 整備事業 ３，５５４万３千円 ７５４万７千円の減

トラック、ホイルローダーほか管理用機械の購入費の計上であります。

５目 農地費 ５，３９２万３千円 ３，４７５万２千円の減

４事務事業の計上であります。

農地一般 １７万３千円 ２千円の減

主に、土地改良事業団体連合会負担金の減であります。

道営釧路太田 東部地区 草地整備事業 ２，５００万円 ２５０万円の増

道営釧路太田 西部地区 草地整備事業 １，０００万円 ５００万円の減

道営大別地区 公共牧場 草地整備事業 １，８７５万円 ３，１２５万円の減

それぞれ、草地整備改良にかかる負担金の計上であります。
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６目 牧野管理費 １億３，４７６万円 ３万円の増

２事務事業の計上であります。

町営牧場運営委員会 １０万６千円 増減なし

町営牧場 １億３，４６５万４千円 ３万円の増

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あります。

７目 農業施設費 ６４１万９千円 １４７万１千円の増

４事務事業の計上であります。

尾幌酪農ふれあい広場 ２５６万４千円 ２万９千円の増 次ページにわたり

上尾幌ふれあい体験農園 ５１万９千円 ２万３千円の増

太田活性化施設 １９０万円４千円 １万３千円の減

それぞれ、施設管理経費の計上であります。

農業農村活性化施設整備事業 １４３万２千円 皆増 次ページにわたり

尾幌酪農ふれあい館屋外トイレ給水設備改修及び上尾幌ふれあい体験農園管理

センター外壁改修工事費の計上であります。

８目 農業水道費 ３，１０７万６千円 ５２５万８千円の増

７事務事業の計上であります。

農業水道一般 ２４３万１千円 １４８万３千円の増

水道施設台帳システム導入委託料の増であります。

水道料金計算収納 ４１万２千円 ４千円の増

検針徴収委託料の増であります。

水質検査 １２１万円 １万１千円の減

委託料の減であります。

農業水道施設 １，５９８万２千円 ６４５万１千円の増

次ページにわたり、

水道施設の管理経費の計上で、

主に、施設管理修繕料の増、トライベツ取水場電気探査及び井戸洗浄委託料の

増であります。

検満及び新設メーター整備事業 ３４５万１千円 １５７万１千円の増

検針メーター更新２７台、新設メーター設置３台の計上であります。
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トライベツ浄水場整備事業 ３９３万円 １万円の減

取水流量計１台の更新にかかる工事費の計上であります。

別寒辺牛浄水場整備事業 ３６６万円 ３７８万円の減

２号取水流量計１台の更新にかかる工事費の計上であります。

９目 堆肥センター費 ９８９万７千円 １３万４千円の減

施設の管理運営経費の計上で、

主に、昨年度計上の機械器具購入費の減であります。

次ページ

２項 林業費 １目 林業総務費 ３，７４７万７千円

１５万７千円の減

８事務事業の計上であります。

林業一般 １８３万４千円 ２３万４千円の減

主に修繕料の減であります。

町有林管理 １８４万円 ４９万６千円の増

森林保険料の増であります。

公的分収林管理 ６千円 増減なし

有害鳥獣駆除奨励 ４４９万２千円 ２６万９千円の増

次ページにわたり、

主に、ヒグマ及びエゾシカ箱わな購入に対する野生鳥獣 被害対策協議会の負

担金の増であります。

森林資源利活用 １，１８８万円 ７千円の減

委託料の減であります。

木質バイオマス利活用 １３万８千円 ２３６万８千円の減

主に、昨年度計上の丸太自然乾燥試験実施委託料の減であります。

森林経営管理 １９８万円 ７８万円の増

私有林における整備計画の意向調査委託料の増であります。

森林環境譲与税基金 １，５３０万７千円 ９０万７千円の増

譲与税を財源とする基金への積立金であります。
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２目 林業振興費 ３，５０５万５千円 ７８８万７千円の増

７事務事業の計上であります。

森林整備 担い手対策推進 １８万６千円 次ページにわたり

８万６千円の減

民有林振興対策事業 ８８２万３千円 ５５５万円の増

民有林振興対策事業補助金の増であります。

町民の森造成事業 ２７０万円 ２０万円の増

町民の森造成実行委員会への補助金の増であります。

水源かん養林取得事業 ３７０万９千円 ７９万４千円の減

水源かん養林８．５９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 １１９万７千円 １６７万８千円の減

道営林道別寒辺牛２号線開設事業 １，５４４万円 ６６９万円の増

道営事業の林道整備に伴う厚岸町負担分の計上であります。

私有林整備事業 ３００万円 皆増

私有林整備事業補助金の計上であります。

３目 造林事業費 ５，２９７万１千円 １０８万９千円の増

２事務事業の計上であります。

造林事業 ５，１０３万５千円 ５４万３千円の増 次ページにわたり

町有林の樹下植栽、保育下刈などの工事費の増であります。

公的分収林整備推進事業 １９３万６千円 ５４万６千円の増

植栽、下刈り工事費の増であります。

４目 林業施設費 １，２６８万３千円 １，１２６万２千円の増

３事務事業の計上であります。

緑のふるさと公園 ３１万３千円 ２千円の減

木工センター １０５万１千円 ５万５千円の減

それぞれ、施設の管理運営経費の計上であります。

木工センター整備事業 １，１３１万９千円 皆増

木工センター窓枠及び外壁ほか改修工事費の計上であります。
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５目 特用林産振興費 ３，５５６万１千円 ８８万３千円の増

きのこ菌床センターの施設の管理運営経費の計上で、

主に、菌床製造材料購入費の増であります。

３項 水産業費 １目 水産業総務費 ５３５万８千円 ２８２万２千円の減

３事務事業の計上であります。

次ページ

水産業一般 ５２５万５千円 ２８２万２千円の減

水産関連団体への負担金、補助金の計上で、

主に、第４０回の全国豊かな海づくり大会参加旅費の増、北海道漁港漁場協会

への負担金の減ほか、昨年度計上の厚岸港まつり協賛会（浴衣ほか購入）補助

金の減であります。

船員法事務 ３千円 増減なし

海岸管理 １０万円 増減なし

２目 水産振興費 １，４２８万１千円 １，０５３万２千円の減

８事務事業の計上であります。

水産振興一般 ６４万８千円 １万円の減

主に、水産振興関連団体への負担金の計上であります。

次ページ

漁業近代化資金 利子補給 ３１８万７千円 １２４万２千円の減

ヒトデ駆除事業 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 ３７万５千円

ホタテ篭 養殖試験事業 ４５万円
かご

環境・生態系保全活動支援事業 ２５万１千円

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 ２１９万円 ４８万円の減

水産多面的機能発揮対策支援事業負担金の減であります。
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３目 漁港管理費 ９２５万９千円 ７０万６千円の減

２事務事業の計上であります。

次ページ

漁港管理一般 ９万２千円 増減なし

漁港施設 ９１６万７千円 ２２万８千円の増

漁港施設に係る管理経費の計上で、

主に、光熱水費及び施設修繕料の減のほか、

衛生管理型漁港施設の人工地盤照明設備電気料の町負担分の計上であります。

５目 養殖事業費 ２，４０８万１千円 １６８万１千円の減

５事務事業の計上であります。

漁場造成環境調査事業 ９５万２千円 増減なし

カキ種苗センター １，４６４万６千円 １０万２千円の減

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あります。

カキ種苗生産 ３２４万７千円 １３万円の減

水産増養殖調査研究 ３１５万円 増減なし 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 ２０８万６千円 １６万７千円の増

海水精密ろ過設備ほか改修工事費の計上であります。

６目 水産施設費 ３４９万８千円 １１４万６千円の増

３事務事業の計上であります。

漁村環境改善総合センター ８１万８千円 ２０万４千円の減

床潭地区漁村センター ２７万３千円 １千円の減

それぞれ、施設の管理運営にかかる経費の計上であります。

水産種苗生産センター ２４０万７千円 １３５万１千円の増

次ページにわたり

ウニ種苗生産施設の管理経費の計上で、

主に、センター大規模修繕に伴う町負担分の計上であります。

２１９ページ
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６款 １項 商工費 １目 商工総務費

２０９万円 ４６万円の増

６事務事業の計上であります。

商工一般 ９万２千円 増減なし

商工施設 １３万２千円 ３万５千円の減

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 ２４万９千円 増減なし

消費者行政推進 １５０万円 ４８千５千円の増

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 １１万２千円 次ページにわたり、１万円の増

各負担金の増であります。

季節労働者対策 ５千円 増減なし

２目 商工振興費 ３，０４８万９千円 １４７万１千円の減

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

１０万３千円 増減なし

商工振興一般 １，２８１万３千円 １０６万６千円の減

商工会補助金の減であります。

小規模商工業者 設備近代化 資金貸付

１７６万６千円 １４万５千円の減

資金利子補給の減であります。

中小企業融資 ８８２万４千円 ２６万円の減

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 ５万７千円 増減なし
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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 １０２万６千円 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 ４，５３１万４千円 １，５４７万２千円の減

４事務事業の計上であります。

味覚ターミナル・道の駅 ３，６２５万１千円 ２１万１千円の増

次ページにわたり

味覚ターミナル・コンキリエの管理経費の計上で、

主に、指定管理委託料の増と昨年度計上した多言語対応した道の駅パンフレッ

ト印刷製本費の減であります。

厚岸味覚ターミナル整備事業 ８２２万４千円 １，５７２万３千円の減

遊具設置２基、遊歩道照明８台改修工事、1階シャワー室撤去及び倉庫改修工

事、町内案内サイン設置、炭焼あぶりやの椅子１００脚の購入費の計上であり

ます。

食文化振興 １０万８千円 増減なし

物産交流・宣伝 ７３万１千円 ３万円の増

友好都市提携盟約締結３０周年を記念し、例年実施している「村山秋の味覚市」

抽選会賞品購入費の増であります。

４目 観光振興費 ４億４，３３５万３千円 ４億２，５１９万３千円の増

１０事務事業の計上であります。

観光審議会 ７万５千円 増減なし

観光振興一般 １，６９３万１千円 ９０１万１千円の増

次ページにわたり

観光関連団体等への負担金・補助金の計上で、

主に、厚岸観光協会において、国定公園化を契機に事務局体制の強化を図ると

して、観光振興を積極的に展開するための専任事務局長の人件費や観光看板更

新整備、国定記念ＰＲ経費に伴う観光協会への補助金の増であります。
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観光宣伝 ６０５万２千円 ２２８万９千円の減

観光宣伝に係る経費の計上で、

主に、昨年度の計上の多言語対応した観光パンフレット印刷製本費の減であり

ます。

桜保護育成 ５３万４千円 次ページにわたり 増減なし

あやめ保護育成 ３８万７千円 １万３千円の増

厚岸霧多布昆布森国定公園誘客促進 １，６２９万４千円 皆増

新たに誕生する国定公園化を契機に、観光客の誘客促進を図る経費の計上で、

主に、観光ＰＲ動画の制作、新しい観光パンフレットの作成、アウトドア体験

費及びアウトドアガイド育成補助金の計上であります。

以下ふるさと納税関連４事業については、所管課の変更により、計上科目を「総

務管理費の企画費」から「商工費の観光振興費」へ振替え計上であります。

ふるさと納税 ２億１，５５７万５千円 ５，３０６万１千円の増

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や宣伝費等の増であります。

ふるさと納税厚岸周遊ツアー １１６万円 増減なし

令和２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名、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 １億８，４４２万５千円 ３，３１３万８千円の増

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。

観光案内看板整備事業 １９２万円 皆増

国定公園化による案内看板の更新経費で、歓迎塔サイン看板更新１枚、総合案

内サイン看板更新４枚、駅前案内看板更新１枚の計上であります。

５目 観光施設費 ２，６８７万２千円 ９９１万５千円の増

６事務事業の計上であります。
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子野日公園 ２１９万６千円 １３万７千円の増

次ページにわたり、公園管理経費の計上で、

主に、消耗品費の増と高枝切りノコギリ購入１台、ヘッジトリマー購入１台の

備品購入費の増であります。

愛冠野営場 ３３３万６千円 ２２６万２千円の減

野営場管理経費の計上で、

主に、昨年度計上した屋外ステージ撤去費と施設用備品購入費の減であります。

その他観光施設 ６３１万８千円 ８９万円の増

施設の管理運営経費の計上で、

主に、施設管理委託料の増であります。

次ページ

子野日公園整備事業 ７３４万４千円 皆増

トイレ洋式化の改修で、園内３基、駐車場５基の工事費の計上であります。

あっけし望洋台整備事業 １８２万６千円 ８万８千円の増

トイレ洋式化の改修で、５基の工事費の計上であります。

湾月さわやかトイレ整備事業 ５８５万２千円 皆増

外壁及び給水設備改修工事費の計上であります。

６目 諸費 １，５００万円 皆増

２事務事業の計上であります。

緊急経済対策資金融資 １，２００万円 皆増

新型コロナウイルス感染症経済支援対策で実施した融資資金総額６億円の利子

の計上であります。

事業者感染症防止対策支援 ３００万円 皆増

事業者の感染症防止対策として

設備等の導入見込７件と予防資材の購入見込９件に対する助成金の計上であり

ます。

２３７ページ
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７款 土木費 １項 土木管理費

１目 土木総務費 ２，７２７万２千円 １，９６４万円の増

２事務事業の計上であります。

土木一般 １８万８千円 ５万６千円の増

事務費 及び 関係団体負担金の計上で、

主に、北海道防災協会負担金の増であります。

大規模盛土造成地変動対策 ２，７０８万４千円 １，９５８万４千円の増

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増で

あります。

２目 土木車両管理費 １，１４０万４千円 ９２万１千円の減

土木車両の維持運行管理にかかる経費の計上で、

主に、車両消耗品及び修繕料の減であります。

３目 土木用地費 ２０８万２千円 ３５万円の増

２事務事業の計上であります。

土木用地一般 ４２万円 次ページにわたり ２９万５千円の増

主に、測量支援システム保守点検委託料の増であります。

用地測量 １６６万２千円 ５万５千円の増

用地測量事務にかかる経費の計上で、

測量基準点設置委託料の増であります。

４目 地籍調査費 ４７３万６千円 ２７１万７千円の増

２事務事業の計上であります。

地籍調査一般 ２０９万６千円 ７万７千円の増

地番集成図修正委託料の増であります。

地籍管理システム整備事業 ２６４万円 皆増

地籍管理システム更新整備による計上であります。

２項 道路橋梁費 １目 道路橋梁維持費

２億２１４万２千円 ６，２９０万５千円の増

９事務事業の計上であります。
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道路橋梁一般 １０２万４千円 ７８万１千円の減 次ページにわたり

道路台帳図 新規補正 業務委託料の減であります。

道路橋梁管理 １，３４４万円 １２９万７千円の増

町道の維持、管理作業に係る経費の計上で、

町道舗装道路・側溝修繕料のほか、道路維持用に使用する刈払機２台、ランマ

ー 1台の購入費の計上であります。

道路照明管理 ２，４６９万１千円 １３万１千円の減

道路照明の維持管理経費の計上であります。

建設機械等整備事業 ３，９５４万円 ３，１２５万６千円の増

７トンダンプトラック１台の購入費の計上であります。

町道歩道整備事業 １，６５０万円 １５０万円の増

住の江町通りの歩道、３００メートルの改修工事費の計上であります。

橋梁長寿命化整備事業 ７，７９１万７千円 ５，７９１万１千円の増

湾月橋、結橋の改修工事費のほか、実施設計委託料及び用地購入の計上であり

ます。

太田片無去間道路整備事業 ３６３万円 皆増

破損した横断管の改修補修工事費の計上であります。

筑紫恋道路ほか整備事業 １，５３０万円 皆増

筑紫恋道路 １００メートル、奔渡町湖岸道路 １００メートルの舗装補修工

事費と路面性状調査委託料の計上であります。

桜通り地すべり対策 １，０１０万円 １１０万円の増

地すべり観測調査委託料の計上であります。

２目 道路新設改良費

３億４，４３８万９千円 ７，３５２万３千円の減

７事務事業の計上であります。

床潭末広間道路整備事業

１億７，２５０万円 １億１，６７０万３千円の減 次ページにわたり

改良舗装 ２１２メートル、地すべり観測調査などの計上であります。
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太田門静間道路整備事業（令和２国債）

６，０９４万３千円 ４，７２９万９千円の増

改良舗装 ２５７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３国債）

２，５５４万３千円 皆増 次ページにわたり、

改良舗装 １３７メートルの工事費などの計上であります。

実験所道路法面整備事業 １，７００万円 皆増

実験所道路の法面整備実施設計委託料の計上であります。

太田２号道路 防雪柵 整備事業 ２，０３１万４千円 ５１２万４千円の減

防雪柵 ５６メートルの工事費などの計上であります。

トライベツ地区町道法面整備事業 ４，０３３万４千円 ３，６７５万円の増

法面整備 ２２７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 ７７５万５千円 次ページにわたり

１１２万４千円の増

３目 除雪対策費 ５，７６４万３千円 ２７４万９千円の増

４月以降から初冬の降雪に備えた除雪経費の計上であります。

３項 河川費 １目 河川総務費

２億１，０２３万８千円 ２，１４４万３千円の増

４事務事業の計上であります。

河川管理 ４８万６千円 ９千円の増

業務委託料の増であります。

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）

１億６，５３２万５千円 １億２，８４８万６千円の増

別寒辺牛川水系 治水砂防施設整備事業（令和３国債）

３，７５２万３千円 次ページにわたり 皆増

以上の２事業合計で、２億２８４万８千円

令和２年度の２事業との比較では２，１３６万２千円の増で、

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。
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事業費支弁人件費 ６９０万４千円 ７万２千円の増

４項 都市計画費 １目 都市計画総務費

４６１万３千円 ３５５万３千円の増

４事務事業の計上であります。

都市計画審議会 ４万８千円 ５万８千円の減

都市計画一般 ２３万円 １６万８千円の増

都市計画施策全般に係る事務経費の計上で、

普通旅費の増であります。

都市計画整備 ３４４万３千円 皆増

令和６年度を始期とする新たな都市計画マスタープラン策定委託料の計上であ

ります。

花のあるまちづくり ８９万２千円 増減なし

３目 下水道費 ３億５，６３５万円 ７４４万５千円の増

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

２，２７４万７千円 ８５６万４千円の増

３事務事業の計上であります。

公園施設 ６３２万６千円 １万１千円の増 次ページにわたり

各都市計画公園の管理経費の計上であります。

公園施設整備事業 １，４４２万１千円 ６５８万１千円の増

住の江丘陵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 ２００万円 １９７万２千円の増

芝刈機１台の計上であります。

６項 住宅費 １目 建築総務費 ２，０７２万５千円

１，１１１万円の増

４事務事業の計上であります。

建築一般 ７２万５千円 １１万円の増

建築単価等データ利用料の増であります。
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住宅省エネ・バリアフリー改修補助 １００万円 増減なし

改修見込２件分の補助金の計上であります。

住宅新築・リフォーム支援 １，８００万円 １，０００万円の増

住宅新築助成については、限度額を引き上げるもので、

その内容は、基礎額を２５万円から５０万円に増額し、新たに加算要件として、

妊娠中を含む１８歳未満の子ども１人につき１０万円、親と同居１人につき１

０万円とする上限額２０万円の加算と住宅ローンの利子の一部を最大３０万円

まで助成する、最大１００万円、見込件数１０件分の計上であります。

住宅リフォーム助成については、１件当たり上限額２０万円で、見込件数４０

件分の計上であります。

住宅耐震改修補助 １００万円 皆増 次ページにわたり

住宅の耐震改修及び耐震基準に満たない住宅の解体に対して上限額２０万円

で、見込件数５件分の補助金の計上であります。

２目 住宅管理費 １億２，２５６万５千円 １，９５２万５千円の減

１０事務事業の計上であります。

町営住宅入居者 選考委員会 ８万２千円 増減なし

町営住宅 １，８００万７千円 １３４万９千円の減

町営住宅の維持管理経費の計上で

主に、施設管理委託料及び保守点検委託料の減であります。

職員住宅 ７万４千円 ６万８千円の減 次ページにわたり

主に、消耗品費の減であります。

きのこ生産者住宅 １２万５千円 ４千円の増

地域おこし協力隊員住宅 ５万８千円 ４千円の減

それぞれ主に、修繕料の増減であります。

町営住宅敷金利子基金 ２千円 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

１，０３３万８千円 増減なし

町営住宅白浜団地整備事業 １，４０１万９千円 ５５１万５千円の増

Ｈ２Ｂ２号棟の外壁・屋根防水改修工事費の計上であります。
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町営住宅奔渡団地整備事業 ６，２２６万円 皆増

Ｈ１Ｃ号棟の外壁・屋根防水改修工事費及び給排水管改修実施設計委託料の計

上であります。

町営住宅解体事業 １，７６０万円 皆増 次ページにわたり

有明団地２棟８戸の解体工事費の計上であります。

３目 住宅建設費 １億３，５３４万８千円 １億２，５０９万２千円の増

松葉地区における、まちなか団地 木造平屋建て１棟４戸の工事費などの計上

であります。

２６５ページ

８款 １項 消防費 １目 常備消防費

４億３，９１８万６千円 ６，３０１万９千円の増

１３事務事業の計上であります。

釧路東部消防組合 ３億６，１０２万４千円 ２９２万１千円の減

負担金の計上で、

主に、給与費の減であります。

次の１２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 ２９８万１千円 ６６万円の増

消火栓２基の更新であります。

小型動力ポンプ 整備事業 ２７０万８千円 ４２万９千円の増

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 ６６万９千円 ５万３千円の増

救助担架１９台の購入費であります。

消防庁舎備品整備事業償還金 ５４０万１千円 増減なし

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。
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救助用資器材整備事業 ２５１万６千円 １５２万４千円の増

潜水用資器材の購入費であります。

次ページ

旧消防庁舎等解体事業 ２３万円 １７万３千円の減

待機宿舎解体実施設計費であります。

救急自動車整備事業 ４，２０８万円 皆増

高規格救急自動車１台の購入費であります。

消防自動車整備事業 ６７６万７千円 皆増

広報車１台の購入費であります。

厚岸消防団第３分団庁舎整備事業 １，１１５万４千円 皆増

分団庁舎外壁及び屋根防水改修工事費などであります。

厚岸消防団第４分団消防庁舎整備事業 ２９９万２千円 皆増

第４団分団庁舎建設に伴う実施設計委託料であります。

消防団庁舎備品整備事業償還金 ６５万８千円 皆増

消防団第１分団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。

防火衣整備事業償還金 ６千円 皆増 次ページにわたり

３０着分の防火衣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。

２目 災害対策費 ４，０６１万６千円 ５，４２１万９千円の減

１３事務事業の計上であります。

防災会議 ７万９千円 １万３千円の増

国民保護 ６万５千円 １万１千円の増

それぞれ、主に、費用弁償の増であります。

災害対策 ６３６万４千円 ２６２万４千円の増

災害対策関連経費の計上で、

主に、修繕料及び災害対策本部通信機器整備委託料の増であります。
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防災行政無線 ４０３万円 ８９万１千円の減 次ページにわたり

防災行政無線の管理経費の計上で、

主に、保守点検委託料の減及び昨年度計上の無線免許更新に伴う申請手数料の

の減であります。

災害避難場所 １７５万円 ５２万４千円の増

災害避難場所の管理経費の計上で、

主に、備蓄品管理システム借上料及び災害用資材の購入費の増であります。

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 １１６万７千円 ５万７千円の増

イベント開催経費の計上であります。

次ページ

津波避難場所整備 ７３１万６千円 ２９１万７千円の増

主に、アルファ米、保存水、液体ミルクなど災害時の備蓄用食料の購入と各避

難場所及び避難所に必要な資機材の購入費の増であります。

総合ハザードマップ ４７０万８千円 皆増

内閣府で公表した「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」の津波浸水想定を含

め、土砂災害警戒区域等を示す土砂災害ハザードマップなどまとめた総合ハザ

ードマップ作成委託料の計上であります。

防災備蓄倉庫整備事業 ２２１万円 皆増

しんりゅう保育所裏山に防災備蓄倉庫１棟を購入し設置するための費用の計上

であります。

大型防災備蓄倉庫整備事業 ５１８万１千円 皆増

令和３年度解体する太田地区公民館跡地に大型備蓄倉庫を整備するとしての実

施設計委託料の計上であります。

防災情報システム運営 ４３０万９千円 ３３３万９千円の増

主に、被災状況の管理や罹災証明書の発行ができる被災者生活再建支援システ

ムの整備費と、住宅地図とハザードマップ等を重ね、想定被災箇所を詳細に把

握することや災害発生時に複数課での情報共有ができる住宅地図システム整備

費の増であります。
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土砂災害相互通報システム １３万７千円 次ページにわたり

５千円の減

消防施設費 予算計上ゼロのため廃目となります。

２７７ページ

９款 教育費 １項 教育総務費

１目 教育委員会費 ２８５万２千円 ５千円の増

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 ２０７万円 ２５万１千円の減

２事務事業の計上であります。

教育委員会事務局 ２０３万４千円 ２５万１千円の減

事務執行に要する経費、関連団体の負担金の計上で、

主に、昨年度計上の第１３教科用図書採択地区教育委員会協議会負担金の減で

あります。

教育事務評価会議 ３万６千円 増減なし

次ページ

３目 教育振興費 ２，０４９万７千円 ３２６万５千円の減

１１事務事業の計上であります。

高等学校教育支援 ４２９万６千円 増減なし

町内高校への通学バス定期券購入助成であります。

教育研究所 運営委員会 １０万９千円 増減なし

学校運営協議会 ４９万６千円 １万３千円の増

主に、通信運搬費の増であります。

教育振興一般 １０１万９千円 １２４万３千円の減

関連団体の負担金・補助金の計上で、

主に、昨年度計上の不動産鑑定委託料の減であります。
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次ページ

町立教育研究所 １７５万３千円 ５千円の減

就学指導 ２３万３千円 １万３千円の増

外国青年招致 ３９万２千円 １千円の減

外国語指導助手にかかる経費の計上であります。

教育支援体制 ２０４万円 ８千円の増

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 ２５３万５千円 増減なし

校務支援システムにかかる借上料の計上であります。

次ページ

学習用情報機器運用支援 ２８６万円 皆増

小学校のプログラム教育などＩＣＴ環境整備に伴うＧＩＧＡスクールサポータ

ー業務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）

４７６万４千円 ４千円の減

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計上であります。

４目 教員住宅費 １，２９９万７千円 ７８万３千円の増

３事務事業の計上であります。

教員住宅 ２７８万４千円 ４６万７千円の増

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 ９２１万３千円 増減なし

教員住宅解体事業 １００万円 ３１万６千円の増

主に、１棟１戸の解体撤去に係る消耗品の増であります。

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。
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６目 スクールバス管理費 ３，７４１万８千円 １２４万９千円の減

２事務事業の計上であります。

スクールバス運行委託 ３，０１７万５千円 １１３万７千円の減

主に、スクールバス運行委託料の計上であります。

スクールバス運行 ７２４万３千円 １１万２千円の減

車両の維持管理・運行経費の計上であります。

主に、車両消耗費の減であります。

２項 小学校費 １目 学校運営費

２，７３２万１千円 ２４万８千円の増

４事務事業の計上であります。

小学校運営一般 ５万８千円 次ページにわたり ５千円の減

厚岸小学校 １，０００万１千円 １４万９千円の増

真龍小学校 １，３４９万８千円 ２１万１千円の減

太田小学校 ３７６万４千円 次ページにわたり ３１万５千円の増

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 ４，４５０万７千円 １，１４７万円の増

５事務事業の計上であります。

学校管理 １，２００万９千円 １７９万１千円の増

次ページにわたり、

学校管理経費の計上で、

主に、教育用タブレット端末を導入したことにより各学校で使用していたコン

ピュータ教室のブラウン管ＰＣ等が不要になることによる事務機器廃棄業務委

託料の増であります。

学校情報通信教育 ２，２２５万７千円 ８０８万７千円の増

学校コンピュータ関連経費の計上で、

主に、保守点検委託料の増であります。

学校備品・教材等整備 ４０８万２千円 ４５万７千円の増

学校図書教材等購入費の計上であります。

なお、図書教材購入費の財源につきましては、一部、昨年度 北海道栗山町

吉田 礼子 様からの寄附金で積み立てた、地域づくり推進基金を活用するも

のであります。
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遠距離児童通学 ５１万円 ４万円の増

児童用机地域材天板購入事業 ５６４万９千円 皆増

町内３つの小学校の児童用机の天板を地域材に交換するものであります。

３目 教育振興費 ２，５５１万５千円 ４４４万７千円の減

６事務事業の計上であります。

小学校教育振興 ８１万５千円 ３６２万４千円の減 次ページにわたり

主に、昨年度計上の教師用指導書購入費の減と学校図書館で使用する学校図書

用ステップ台購入１台、学校図書館用ブックトラック購入３台の購入費の増で

あります。

小学校修学旅行費助成 ９５万７千円 ８万７円の増

修学旅行費の助成金であります。

学校給食費支援 １，４８５万８千円 ４６万７千円の増

学校給食費の無償化にかかる経費の計上であります。

自然教室推進 ６万３千円 ５千円の減

要・準要保護 児童就学援助等 ７７３万６千円 １４３万９千円の減

就学援助見込者数の減であります。

特別支援教育 就学奨励 １０８万６千円 ６万７千円の増

３項 中学校費 １目 学校運営費

２，７４８万６千円 ２９４万７千円の減

４事務事業の計上であります。

中学校運営一般 ７万７千円 ５千円の減

厚岸中学校 １，２１０万２千円 ２１６万８千円の減

真龍中学校 ９６０万５千円 ６６万円の減

太田中学校 ５７０万２千円 １１万４千円の減

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 １，３１３万円 ３１６万３千円の減

３事務事業の計上であります。
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学校管理 ７９８万７千円 １０７万９千円の増

次ページにわたり

中学校の学校管理経費の計上で、

主に、施設管理委託料及び保守点検委託料の増であります。

学校情報通信教育 １９２万円 ９６万６千円の減

学校コンピュータ関連経費の計上で、

主に、保守点検委託料の減であります。

学校備品・教材等整備 ３２２万３千円 １１万２千円の減

学校図書教材等購入費の計上であります。

３目 教育振興費 ２，５８３万４千円 ８０万６千円の増

５事務事業の計上であります。

中学校教育振興 ３２０万８千円 ２５６万８千円の増

主に、教師用指導書購入の増であります。

中学校修学旅行費助成 ２３１万円 ３３万円の減

修学旅行費の助成であります。

次ページ

学校給食費支援 ９３４万２千円 １９５万６千円の減

学校給食費の無償化にかかる経費の計上であります。

要・準要保護生徒 就学援助等 １，０３５万６千円 ５４万３千円の増

就学援助見込者数の増であります。

特別支援教育 就学奨励 ６１万８千円 １万９千円の減

５項 社会教育費 １目 社会教育総務費

５１６万３千円 ４３万２千円の減

５事務事業の計上であります。

青少年問題協議会 ６万６千円 ６万６千円の減

社会教育委員 ５０万１千円 １０万７千円の減

主に、報酬及び費用弁償の減であります。
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青少年育成センター １５万８千円 次ページにわたり 増減なし

社会教育活動 １１１万３千円 ３万８千円の増

主に、通学合宿に伴う謝礼金の増であります。

芸術文化 ３３２万５千円 ３千円の増

主に、会場借上料の増であります。

２目 生涯学習推進費 ２８６万１千円 ２８万３千円の増

２事務事業の計上であります。

生涯学習活動 ８２万６千円 １３万４千円の減 次ページにわたり

生涯学習の活動経費の計上で、

主に、謝礼金及び講師派遣委託料の減であります。

生涯学習施設 ２０３万５千円 ４１万７千円の増

施設管理経費の計上であります。

主に、公用車リース料の増であります。

３目 公民館運営費 ３，６３１万８千円 ３，３３８万１千円の増

４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 ７１万円 次ページにわたり ６千円の減

公民館活動 ２３１万２千円 １５万６千円の増

主に、事務室借上料の増であります。

太田地区公民館解体事業 ３，３２３万１千円 皆増

公民館の解体工事費の計上であります。

４目 文化財保護費 ３，８４７万９千円 １，９９０万９千円の増

７事務事業の計上であります。

文化財専門委員会 １０万５千円 増減なし

文化財保護 ７１万４千円 次ページにわたり ５３万５千円の減

主に、文化財多言語音声解説委託料の減であります。



- 60 -

史跡国泰寺跡整備検討委員会 ２３万９千円 皆増

検討委員会にかかる経費の計上であります。

厚岸かぐら伝承推進 １７３万８千円 皆増

町の無形文化財指定「厚岸かぐら」の伝承活動に要する衣装大人用１０着、子

供用１５０着の購入費の計上であります。

神 岩チャシ跡ほか遺跡調査 １，４４５万２千円 皆増
かむいわ

北海道指定史跡である、神岩チャシ跡及び竪穴郡の全容を把握するための遺跡

測量委託料の計上します。

なお、この２事業の財源については、アイヌ政策推進交付金を充当するもので

あります。

ふるさと人物伝制作 ２４３万２千円 皆増 次ページにわたり

ふるさとゆかりの偉人３名に関する漫画制作費の計上であります。

アッケシソウ栽培地整備事業 １，８７９万９千円 皆増

アッケシソウ保護・増殖のため、試験栽培地造成工事費の計上であります。

なお、この財源として、ふるさと納税のクラウドファンディングを活用いたし

ます。

５目 博物館運営費 １，１６９万２千円 ５２万５千円の増

６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

５万２千円 １千円の減

海事記念館 ７３３万２千円 ７５万４千円の減

次ページにわたり

施設管理経費の計上で、

主に、昨年度計上の文化財多言語音声解説委託料とプラネタリウム映像番組の

借上料の減であります。

郷土館 １７万２千円 １７万３千円の減

施設管理運営費の計上で、

主に、施設修繕料の減であります。

太田屯田開拓記念館 ２８万６千円 ２万１千円の減

施設管理運営費の計上で、

主に、光熱水費の減であります。
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郷土館整備事業 １７６万円 皆増 次ページにわたり

屋根塗装修繕料の計上であります。

太田屯田開拓記念館整備事業 ２０９万円 皆増

屋根塗装修繕料の計上であります。

６目 情報館運営費 １億４８７万５千円 ７，２４４万５千円の増

７事務事業の計上であります。

情報館協議会 １５万６千円 １千円の減

厚岸情報館 ２，５８０万８千円 １５０万３千円の増

次ページにわたり、

施設の管理運営経費の計上で、

主に、児童文学講演会開催に伴う謝礼金と図書管理システム保守点検委託料の

増であります。

厚岸情報館分館 ６７万５千円 ２万２千円の増

分館の管理運営経費の計上で、

主に、分館借上料の増であります。

図書館バス運行 ７１万円 ３０万６千円の増

主に、車検整備経費の増であります。

情報通信技術講習 ４３万４千円 次ページにわたり 増減なし

ブックスタート ９万２千円 １万５千円の増

対象者数見込５０セットの計上であります。

情報館整備事業 ７，７００万円 ７，４７７万８千円の増

屋根防水や外壁などの全面改修工事費の計上であります。

６項 保健体育費 １目 保健体育総務費

５６５万９千円 ４万２千円の増

４事務事業の計上であります。

学校保健一般 ５９万４千円 ２万５千円の減

負担金の減であります。
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児童生徒健康診断 ２６８万８千円 ２万５千円の増

主に、健康カード印刷費の増であります。

教職員健康診断 ２３４万７千円 ４万２千円の増 次ページにわたり

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 ３，２７５万３千円 ５３５万４千円の減

７事務事業の計上であります。

スポーツ推進審議会 １０万７千円 増減なし

社会体育一般 １４５万４千円 ６８万２千円の増

主に、スポーツバス運行に係る経費の増であります。

スポーツ推進委員 ５６万１千円 次ページにわたり

増減なし

スポーツ施設 １，８５９万７千円 ９２万９千円の減

次ページにわたり、

各スポーツ施設の管理運営経費の計上で、

主に、施設管理委託料の減及び野球場土砂購入費の減であります。

スポーツ振興 ３４８万７千円 ７０万３千円の減 次ページにわたり

スポーツ関係団体の支援やスポーツ大会、合宿にかかる経費の計上で、

主に、謝礼金の減及び燃料費の減と応援横断幕備品購入費の計上であります。

学校開放 ４万４千円 増減なし

多目的屋内スポーツ施設整備事業 ８５０万３千円 皆増

雨天時や冬期間も活動ができる施設整備にかかる実施設計委託料の計上であり

ます。

３目 温水プール運営費 ４，７６１万１千円 ３，０７６万２千円の増

３事務事業の計上であります。
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温水プール １，３６２万５千円 ７２万円の減

次ページにわたり

施設の管理運営経費の計上で、

主に、燃料費及び施設修繕料の減であります。

温水プール施設整備事業 ３，０３４万９千円 ２，７８４万５千円の増

天井改修及び照明器具更新の工事費の計上であります。

温水プール備品整備事業 ３６３万７千円 皆増

脱衣ロッカー１５０台の更新費の計上であります。

４目 学校給食費 ２，６２２万３千円 １４５万８千円の減

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 ６万５千円 次ページにわたり１千円の減

学校給食センター ２，６１５万８千円 １４５万７千円の減

施設の管理運営経費の計上で、

主に、燃料費の減と米飯用角釜２台、食缶４個の備品購入費の計上であります。

３３１ページ

１１款 １項 公債費 １目 元金

９億８，７０８万６千円 １，０５３万６千円の増

２目 利子 ５，９７６万７千円 ７５０万５千円の減

３３３ページ

１２款 １項 １目 給与費

１９億１，０８３万１千円 ２，３８２万４千円の増

２事務事業の計上であります。

特別職・一般職員等人件費

１４億９，１５７万６千円 ２，１９６万８千円の減

特別職、一般職員、再任用職員、任期付職員及び臨時的任用職員の人件費の計

上であります。
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会計年度任用職員人件費 ４億１，９２５万５千円

４，５７９万２千円の増 次ページにわたり

会計年度任用職員の人件費の計上であります。

なお、３３９ページから３４２ページまで、「給与費明細書」を添付しており

ますので、ご参照いただくこととし、

内容説明は省略させていただきます。

３３７ページをお開き願います。

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ページをお開きください。

第２表 債務負担行為

事項欄記載の５件について、記載の期間に、各限度額をもって

債務を負担するものでございます。

３４３ページから３４５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。

ふたたび、１ページへお戻り願います。

第３条 地方債

地方自治法第２３０条第１項の規定により、起こすことができる地方債の

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」

による。

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。
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なお、３４６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。

ふたたび、１ページへお戻り願います。

第４条 一時借入金

地方自治法第２３５条の３第２項の規定による

一時借入金の借入れの最高額は、３０億円と定める。

以上で、議案第１号の説明を終わります。

続きまして、９ページをお開き願います。

（国民健康保険特別会計へ）



議案第２号 令和３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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（続きまして、予算書の９ページをお開き願います。）

議案第２号 令和３年度 厚岸町国民健康保険 特別会計予算であります。

令和３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、

１４億４５２万６千円と定める。

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。

１０ページ

第１表 歳入歳出予算であります。

歳入では、５款、６項、

次ページ

歳出では、８款、１６項にわたり

それぞれ、１４億４５２万６千円で、

令和２年度当初予算と比較し、

２．４パーセント、３，２９５万円の増となっております。

事項別により、説明させていただきます。

３４９ページをお開き願います。

歳入であります。

１款 １項 １目 国民健康保険税

３億７，７８８万７千円 ８２６万２千円の増

国民健康保険税率の改正を受け、説明欄記載のとおり、

収納見込みを勘案しての計上であります。

退職被保険者等国民健康保険税 予算計上ゼロのため廃目となります。

国庫支出金 国庫補助金 国民健康保険制度関係業務事業費補助金

予算計上ゼロのため廃目となります。
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３５１ページ

４款 道支出金 １項 道補助金 １目 保険給付費等交付金

９億４３８万８千円 １，９１５万円の増

保険給付に対す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

１千円 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

１億２，１２４万７千円 ５８５万４千円の増

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 延滞金 １千円 増減なし

退職被保険者等延滞金 予算計上ゼロのため廃目となります。

３目 加算金 １千円 増減なし

退職被保険者等加算金 予算計上ゼロのため廃目となります。

５目 過料 １千円 増減なし

退職被保険者等加算金 予算計上ゼロのため廃目となります。

３項 雑入

１目 第三者納付金 ５０万円 増減なし

退職被保険者等第三者納付金 予算計上ゼロのため廃目となります。

３目 返納金 ５０万円 増減なし

退職被保険者等返納金 予算計上ゼロのため廃目となります。

雑入 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。
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３５３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

６，０３６万４千円 ２，５８４万６千円の増

３事務事業の計上であります。

職員人件費 ２，９０６万１千円 ２万円の減

５人分の計上であります。

なお、３７７ページから３７９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 ２，９９５万７千円 ２，５８９万８千円の増

次ページにわたり、

一般事務経費の計上で、

主に、市町村事務処理標準システム導入に伴う既存システムの改修委託料と標

準システム導入負担金の増であります。

国民健康保険事務電算処理 １３４万６千円 ３万２千円の減

２項 徴税費 １目 賦課徴収費 １３３万９千円 ６万８千円の減

保険税の賦課・徴収経費の計上であります。

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 ６５０万６千円 ３万５千円の増

２事務事業の計上であります。

会計年度任用職員人件費 ５６９万６千円 １万円の増

次ページにわたり 保険税徴収員２人分の計上であります。

特別収納 ８１万円 ２万５千円の増

３５９ページ

２款 保険給付費 １項 療養諸費 １目 療養給付費

７億４，８７７万４千円 ５４５万３千円の減
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退職被保険者等療養給付費 予算計上ゼロのため廃目となります。

３目 療養費 ４９６万４千円 ９２万９千円の減

退職被保険者等療養費 予算計上ゼロのため廃目となります。

５目 審査支払手数料 ２１５万８千円 ６万３千円の減

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あります。

２項 １目 高額療養費

９，８００万５千円 増減なし

退職被保険者等高額療養費 予算計上ゼロのため廃目となります。

３目 高額介護合算療養費

１０万円 次ページにわたり増減なし

退職被保険者等高額介護合算療養費 予算計上ゼロのため廃目となります。

３項 １目 移送費 ５千円 増減なし

退職被保険者等移送費 予算計上ゼロのため廃目となります。

４項 出産育児諸費 １目 出産育児一時金

５８８万３千円 ８４万１千円の減

５項 葬祭諸費 １目 葬祭費 ４５万円 ３万円の減

それぞれ、支給見込による計上であります。

３６３ページ

３款 １項 １目 国民健康保険事業費納付金

４億６，０９１万７千円 １，３７１万４千円の増

３６５ページ

共同事業拠出金 予算計上ゼロのため廃目となります。

３６７ページ
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５款 １項 １目 財政安定化基金拠出金 １千円 １千円の減

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。

３６９ページ

６款 保健事業費 １項 １目 特定健康診査等事業費

１，１４２万６千円 ９５万６千円の増

主に、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

１３７万３千円 ２０万９千円の減

各予防接種委託料の計上であります。

３７１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

１千円 増減なし

３７３ページ

９款 諸支出金 １項 償還金及び還付金

１目 保険税還付金 １００万円 増減なし

退職被保険者等保険税還付費 予算計上ゼロのため廃目となります。

３７５ページ

１０款 １項 １目 予備費 １００万円 増減なし

以上で、歳入歳出予算の説明とさせていただきます。

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。
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以上で、議案第２号の説明を終わります。

続きまして、１２ページをお開き願います。

（簡易水道会計へ）



議案第３号 令和３年度厚岸町簡易水道事業特別会計予算

提案理由説明書





－ Ⅰ －

（続きまして、予算書の１２ページをお開き願います。）

議案第３号 令和３年度 厚岸町簡易水道事業 特別会計予算であります。

令和３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、９，３４６万３千円と定める。

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。

１３ページ

第１表 歳入歳出予算であります。

歳入では、５款、６項、

次ページ

歳出では、４款、４項にわたり

それぞれ、９，３４６万３千円で、

令和３年度当初予算に比較し、

９．５％、８０８万４千円の増となっております。

事項別により、説明させていただきます。

３８２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

５，５８３万２千円 １４８万７千円の増

各地区計量使用料ほか年間見込み額の計上であります。

２項 手数料 １目 水道手数料 ２万６千円 増減なし

年間見込み額の計上であります。

４款 道支出金 １項 道補助金 １目 水道費道補助金

１４８万円 ２３万円の増

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。
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５款 繰入金 １項 １目 一般会計繰入金

８１９万２千円 ８６万６千円の減

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 諸収入 １項 １目 雑入 ２３万円３千円 皆増

消費税及び地方消費税還付金の計上であります。

９款 １項 町債 １目 水道債 ２，７７０万円 ７００万円の増

上尾幌地区配水管整備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。

３８４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

１，９３４万８千円 １３０万９千円の減

３事務事業の計上であります。

職員人件費 １，４３０万９千円 ４７万２千円の増

職員２人分の計上であります。

なお、３９４ページから３９６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 ３４６万５千円 １７５万６千円の減

主に、昨年度計上の経営戦略策定委託料の減であります

水道料金計算収納 １５７万４千円 ２万５千円の減

主に、納入通知書等印刷費の減であります。

３８６ページ

２款 水道費 １項 １目 水道事業費

７，０９３万４千円 ９５５万８千円の増

３８９ページにわたり、

６事務事業の計上であります。

水道事業一般 ５５万４千円 １７万７千円の減

水質検査 ３６１万５千円 ２万円の減

簡易水道施設 ３，１８２万３千円 ３９６万３千円の増 次ページにわたり、

水道施設の管理経費の計上で、

主に、各浄水場施設修繕料及び水道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 ４２２万２千円 １２８万２千円の増

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。

片無去浄水場整備事業 ２９６万円 ４５万円の増

制御盤整備の改修であります。
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上尾幌地区配水管調査事業 ２，７７６万円 １，０６５万円の増

配水管調査実施設計委託料の計上であります。

なお、この２事業の財源については、地域づくり総合交付金を充当するもので

あります。

３９０ページ

４款 １項 公債費 １目 元金 ２４７万１千円 １８万円の減

２目 利子 ６６万円 １万５千円の増

３９２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。

ふたたび、１２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。

１５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、３９７ページに「地方債に関する調書」を

掲載しておりますのであわせてご参照願います。

以上で、議案第３号の説明を終わります。

続きまして、１６ページをお開き願います。

（下水道会計へ）



議案第４号 令和３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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（続きまして、予算書１６ページをお開き願います。）

議案第４号 令和３年度 厚岸町下水道事業 特別会計予算であります。

令和３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、７億２，３９６万８千円と定める。

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。

１７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、７億２，３９６万８千円で、

令和３年度当初予算に比較し、

２．２％、１，５５３万３千円の増であります。

事項別により、説明させていただきます。

４００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

２５０万５千円 ４２万２千円の減

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

９，６７５万８千円 ７６万９千円の増

年間見込み額の計上であります。

２項 手数料 １目 下水道手数料 １千円 増減なし
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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

１億２，６２０万円 １，０６０万円の減

交付金の減であります。

５款 繰入金 １項 １目 一般会計繰入金

３億５，６３５万円 ７４４万５千円の増

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 １千円 増減なし

２項 １目 雑入 ３４５万３千円 ３３４万１千円の増

消費税及び地方消費税還付金の増であります。

７款 １項 町債 １目 下水道債

１億３，８７０万円 １，５００万円の増

説明欄記載のとおり、２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。

４０２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

３，７１１万８千円 ２，４３８万５千円の増 次ページにわたり、

５事務事業の計上であります。

職員人件費 １，０３５万９千円 ２４７万２千円の増

職員１名、再任用職員１名分の計上であります。

なお、４１６ページから４１８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 ３４４万９千円 ２０万４千円の減

公共下水道使用料、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、主に、徴収委託料が減であります。
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下水道事務電算処理 １１９万３千円 増減なし

次ページにわたり、

主に、水道料金等検針機器借上料の計上であります。

公共下水道事業法適用推進 １，８１１万７千円 新規計上

令和５年度までの企業会計への移行に要する、基本計画策定及び固定資産評価

業務委託料の計上であります。

備品倉庫整備事業 ４００万円 新規計上

発電機及び公共下水道修繕に必要な人孔蓋や公共桝などを保管する倉庫１棟の

整備費の計上であります。

２目 管渠管理費 １，６５０万５千円 ２１２万８千円の増

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、各ポンプ施設修繕料の増であります。

３目 処理場管理費 ８，０７２万１千円 ５８３万１千円の増

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 ４５万８千円 ２５万１千円の減

２事務事業の計上であります。

水洗化等改造工事補助 ４０万９千円 ２３万９千円の減

利用見込み、７件分の計上であります。

水洗化等改造工事 資金貸付利子補給 ４万９千円 １万２千円の減

貸付実行見込み、３件分の計上であります。

２項 下水道事業費 １目 公共下水道事業費 次ページにわたり

２億５，７８４万９千円 １，５６９万９千円の減

２事務事業の計上であります。

公共下水道事業 補助 ２億４，２４７万２千円 １，４９２万８千円の減

主に、終末処理場ほか設備更新価格調査業務及び建築耐震補強実施設計業務委

託料などに ５，８００万円、

終末処理場汚泥脱水機更新など公共下水道工事費に １億８，０４７万２千円、

災害時応急復旧用の可搬式発電機１台の購入費に ４００万円で、

補助対象事業分の計上であります。
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公共下水道事業 起債 １，５３７万７千円 ７７万１千円の減

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。

４１０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。

４１２ページ

３款 １項 公債費 １目 元金

２億８，６５８万２千円 ４５９万７千円の増

２目 利子 ４，３７０万５千円 ５４５万８千円の減

４１４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。

ふたたび、１６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。

１９ページ

第２表 債務負担行為

事項欄の２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。

４１９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。

ふたたび、１６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。
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２０ページを、お開き願います。

第３表 地方債

起債の目的起債の２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、４２０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４号の説明を終わります。

続きまして、２２ページをお開きください。

（介護保険会計へ）



議案第５号 令和３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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（続きまして、予算書の２１ページをお開き願います。）

議案第５号 令和３年度 厚岸町介護保険 特別会計予算であります。

令和３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、

１０億８，７８１万５千円と定める。

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。

２２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、８款、１９項にわたり

それぞれ、１０億８，７８１万５千円で、

令和２年度当初予算に比較し、

２．２％、２，３０８万３千円の増となっております。

事項別により、説明させていただきます。

４２３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

１億９，３８２万３千円 ２，７７６万７千円の増

収納見込みを勘案しての計上であります。

２款 サービス収入 ２項 予防給付費収入 １目 居宅支援サービス費収入

４６８万６千円 ３６万４千円の減

居宅支援サービス計画費収入の計上であります。
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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

２６０万６千円 増減なし

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

２６万４千円 ２万７千円の増

配食サービス事業負担金の計上であります。

４款 国庫支出金 １項 国庫負担金 １目 介護給付費負担金

１億７，６５８万４千円 ３６１万３千円の増

介護給付に対する国負担分の計上であります。

２項 国庫補助金 １目 財政調整交付金

６，９３５万３千円 １，１２３万９千円の減

介護給付に対する交付金の計上であります。

２目 保険者機能強化推進交付金 １５０万円 新規計上

市町村が行う高齢者の自立支援や重度化防止等の取組に対する交付金の計上で

あります。

７目 地域支援事業交付金 ２，４１９万９千円 １２８万５千円の増

介護予防・日常生活支援総合事業交付金 ５７５万１千円 ９９万８千円の

増、その他地域支援事業交付金 ７６２万５千円 ２万９千円の増、社会保障

充実事業交付金 １，０８２万３千円 ２５万８千円の増

それぞれ地域支援事業費に対する国負担分の計上であります。

８目 保険者努力支援交付金 １４０万円 新規計上

市町村が行う高齢者の自立支援や重度化防止等の取組に対する交付金の計上で

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

２億６，０４３万５千円 ６２２万９千円の増

介護給付に対する交付金の計上であります。

２目 地域支援事業支援交付金 ６１５万２千円 １０１万９千円の増

４２５ページ
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６款 道支出金 １項 道負担金 １目 介護給付費負担金

１億３，６９０万２千円 ３８８万５千円の増

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

１，２０７万１千円 ６１万５千円の増

介護予防・日常生活支援 総合事業交付金 ２８４万８千円 ４７万２千円の

増、その他 地域支援事業交付金 ３８１万２千円 １万４千円の増、

社会保障充実事業交付金 ５４１万１千円 １２万９千円の増

それぞれ地域支援事業費に対する道負担分の計上であります。

３項 委託金 １目 総務費委託金

１万５千円 １千円の増

７款 財産収入 １項 財産運用収入 １目 利子及び配当金

１千円 増減なし

８款 繰入金 １項 １目 一般会計繰入金

１億９，０５５万４千円 ５２２万６千円の増

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

６４６万９千円 １，８６２万９千円の減

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 １千円 増減なし

２目 過料 １千円 増減なし

２項 雑入

１目 第１号 被保険者 第三者納付金 １千円 増減なし

２目 第１号 被保険者 返納金 １千円 増減なし

３目 雑入 ７９万７千円 ２万円の増

認定審査会 共同設置負担金の計上であります。

以上で歳入の説明を終わります。

４２７ページを、お開き願います。
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歳出であります。

１款 総務費 １項 総務管理費 １目 一般管理費

１，９５１万７千円 １１７万７千円の減

２事務事業の計上であります。

職員人件費 １，８６５万９千円 １３３万６千円の減

職員３人分の計上であります。

なお、４５５ページから４５７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 ８５万８千円 １５千９千円の増

主に、被保険者証等の印刷費の増であります。

２項 徴収費 １目 賦課徴収費 １１４万５千円 １万５千円の減

次ページにわたり、

介護保険料の賦課・収納経費の計上であります。

３項 １目 介護認定審査会費

２４７万２千円 ５万円の減

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 １，２６４万３千円 ２６７万９千円の増

２事務事業の計上であります。

会計年度任用職員人件費 ８２１万２千円 ２０２万３千円の増

会計年度任用職員２人分の計上で、

主に、共済組合納付金及び退職手当組合負担金の増であります。

次ページ

介護認定調査 ４４３万１千円 ６５万６千円の増

介護認定調査にかかる経費の計上で、

主に、介護認定調査に伴う、主治医意見書作成手数料の増であります。

４項 １目 趣旨普及費 ４３万５千円 皆増

介護保険制度及び介護保険料等の改正に伴う周知に要する経費の計上でありま

す。
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計画策定委員会費 予算計上ゼロのため廃目となります。

６項 １目 地域密着型サービス運営委員会費

２万７千円 １千円の増

４３３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

５億８，６４６万４千円 ６８０万６千円の増

２目 施設介護サービス給付費

２億４，４９４万４千円 １，６３３万３千円の増

３目 居宅介護福祉用具購入費

１６９万２千円 １１１万４千円の減

４目 居宅介護住宅改修費

７８０万円 １５５万５千円の増

５目 居宅介護サービス計画費

５，３４２万４千円 ８４５万７千円の減

次ページ

６目 審査支払手数料

８８万８千円 ２万８千円の減

２項 １目 高額介護サービス費

２，１１５万６千円 １５万６千円の増

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

４，４５０万８千円 ７８１万９千円の増

それぞれ、説明欄記載のとおり、

給付及び審査の状況を勘案しての計上であります。
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４３７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

１，６５３万２千円 ９万９千円の増

２事務事業の計上であります。

職員人件費 １，５９５万２千円 ３０万８千円の増

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 ５８万円 ２０万９千円の減

地域包括支援センターの事務経費の計上で、

主に、職員旅費の減であります。

２目 任意事業費 ３４６万７千円 ８７万９千円の減

次ページにわたり

主に、昨年度計上の家族介護用品支給を保健福祉事業へ移行したことによる減

であります。

３目 在宅医療・介護連携推進事業費 ２９万７千円 １３万円の増

在宅医療と介護を連携させるための経費の計上で、

主に、感染症拡大防止対策による消毒液等消耗品及び職員旅費の増であ

ります。

４目 生活支援体制 整備事業費 ７３１万円 ６４万４千円の増

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 ２，０３５万８千円 １３万２千円の減

２事務事業の計上であります。

職員人件費 １，９３３万２千円 ６千円の増

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 １０２万６千円 １３万８千円の減

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、令和２年度に作成した「認知症ケアパス」印刷費の減であります。
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６目 地域ケア会議推進事業費 １５万円 ２万９千円の増

地域ケア会議の開催経費であります。

３項 介護予防・生活支援サービス事業費 次ページにわたり

１目 総合事業サービス費 ２，２０８万４千円 １３１万９千円の減

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 ２３９万２千円 ３８万円の減

主に、貯筋サロン事業を総合サービス事業に移行したことによる委託料の減で

あります。

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 ９万６千円 １千円の増

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。

４４５ページ

５款 １項 １目 介護給付費準備基金費 １千円 増減なし

４４７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 １千円 増減なし

４４９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

１，２１７万８千円 ４万８千円の増

２事務事業の計上であります。

職員人件費 ９３６万５千円 １３万４千円の減

職員１人分の計上であります。
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介護予防支援 ２８１万３千円 １８万２千円の増

要支援認定者の介護予防マネジメント業務経費の計上で、

主に、介護予防プラン作成委託料の増であります。

４５１ページ

９款 １項 １目 保健福祉事業 １５１万４千円 皆増

新たな保健福祉事業として実施する介護予防事業、地域支援事業及び家族介護

用品支給事業の計上であります。

９款 １項 １目 予備費 ３０万円 増減なし

以上で、議案第６号の説明を終わります。

続きまして、２５ページをお開き願います。

（後期高齢者医療会計へ）



議案第６号 令和３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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（続きまして、予算書の２５ページをお開き願います。）

議案第６号 令和３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３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、１億５，０４６万７千円と定める。

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。

２６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、１億５，０４６万７千円で、

令和２年度当初予算に比較し、

１．５％、２１９万３千円の増であります。

事項別により、説明させていただきます。

４６０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

６，１６１万９千円 ７７万円の増

２目 普通徴収保険料 ４，０９８万９千円 ７７万６千円の増

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

４，７５５万７千円 ５４万７千円の増

繰入基準による繰入金の計上であります。
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５款 諸収入 １項 延滞金及び過料

１目 延滞金 １千円 増減なし

２目 過料 １千円 増減なし

４項 償還金及び還付加算金

１目 保険料還付金 ２９万円 １０万円の増

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。

４６２ページを、お開き願います。

歳出であります。

１款 総務費 １項 総務管理費 １目 一般管理費

２８１万５千円 １万６千円の減

後期高齢者医療一般は、事務経費に係る計上であります。

２項 １目 徴収費 ５６万７千円 １万２千円の減

賦課収納に係る経費の計上であります。

４６４ページ

２款 １項 １目 後期高齢者医療 広域連合納付金

１億４，６６８万５千円 ２１２万１千円の増

北海道 後期高齢者医療 広域連合納付金の計上であります。

４６６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 ３０万円 １０万円の増

保険料還付金の計上であります。

４６８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６号の説明を終わります。

続きまして、２８ページをお開き願います。

（介護老人保健施設会計へ）



議案第７号 令和３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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（続きまして、予算書の２８ページをお開き願います。）

議案第７号 令和３年度 厚岸町 介護老人保健施設事業 特別会計予算であ

ります。

令和３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、９，５１２万４千円と定める。

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。

２９ページ

第１表 歳入歳出予算であります。

歳入では、５款、６項、

次ページ

歳出では、４款、４項にわたり

それぞれ、９，５１２万４千円の計上で、

令和２年度当初予算に比較し、

２０．６％、１，６２７万３千円の増であります。

事項別により、説明させていただきます。

４７２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

６，３０７万７千円 ７８万３千円の減

２項 １目 自己負担金収入

１，３１４万円 １８４万４千円の減

それぞれ、一日平均１８人の入所者を見込んでの計上であります。
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２款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 ２目 施設整備費国庫補助金

１，６２０万円 皆増

特定防衛施設周辺整備調整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

３千円 増減なし

基金利子の計上であります。

８款 諸収入 １項 １目 雑入 ９千円 増減なし

９款 １項 町債 １目 介護老人保健施設債 ２７０万円 皆増

介護老人保健施設整備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。

４７４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

７，６０２万４千円 ２７２万４千円の減

３事務事業の計上であります。

職員人件費 ２，５８２万５千円 ６２０万９千円の減

正職員の看護師１人、再任用の看護師２人、任期付介護員１人、計４人分の計

上であります。

なお、４８４ページから４８６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 ２，３５６万６千円 ７６２万９千円の増

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

２，６６３万３千円 ４１４万４千円の減

施設運営のための関係経費の計上で、

主に、病院事業運営管理共通経費負担金の減であります。



- 3 -

４７８ページ

２款 １項 １目 施設整備費 １，８９９万７千円 皆増

介護老人保健施設の外調機改修に伴う事業費の計上であります。

４８０ページ

３款 １項 基金積立金 １目 介護老人保健施設基金積立金

３千円 増減なし

４８２ページ

２款 １項 １目 予備費 １０万円 増減なし

ふたたび、２８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。

３１ページ

第２表 地方債

介護老人保健施設整備事業について、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、４８７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。

以上をちまして、

議案第１号 令和３年度 厚岸町 一般会計予算から

議案第７号 令和３年度 厚岸町 介護老人保健施設事業 特別会計予算の

提案説明とさせていただきます。

ご審議のうえ、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８号 令和３年度厚岸町水道事業会計予算

提案理由説明書
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議案第８号、令和 ３ 年度厚岸町水道事業会計予算の内容について

１ページ

第１条 総則、令和３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、５千１９０戸で、前年度比１７戸増。

年間総配水量は、１２１万４千３５０立方メートルで、前年度比

９千８１５立方メートルの減。

１日平均給水量は、３千３２７立方メートルで、前年度比２７立方メート

ルの減を予定しております。

主な建設改良事業について

配水管布設替等事業が５件で、４千４２７万４千円。

前年度に比べ１万４千円の増。

設備整備事業は、２件で、２千８０万円。

前年度に比べ９２７万円の増。

メーター設備事業は、新設・検満合わせて６６７台で、５千３７０万円。

前年度に比べ７５６万２千円の増。

上水道地区地下水源調査業務は、２千１５９万円の階増であります。

第３条 収益的収入及び支出の予定額であります。

収入

１款 水道事業収益を２億８千９１４万７千円

１項 営業収益を２億６千７９万７千円

２項 営業外収益を２千８３５万円

支出

１款 水道事業費用を２億７千９５万３千円

１項 営業費用を２億５千１７８万８千円

２項 営業外費用を１千８９６万５千円

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６千５０７万円

１項 企業債を６千２５０万円
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６項 補償金を２５７万円

支出

１款 資本的支出を２億２千４３２万７千円

１項 建設改良費を１億４千６０万５千円

２項 企業債償還金を８千３７２万２千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

１億５千９２５万７千円は、

当年度分損益勘定留保資金１億１千１５７万２千円

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１千２７８万２千円

建設改良積立金２千６９０万３千円及び減債積立金８００万円で補填する

ものであります。

１０ページの予算説明書

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いて

収益的収入

１款 水道事業収益は、２４９万９千円の増。

１項 営業収益は５０万４千円の減。

１目 給水収益は、２億６千３６万７千円で、前年度の使用実績を勘案し

て、５３万９千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、４３万円で、前年実績並と見込み、３万５千円の

増であります。

２項 営業外収益は、３００万３千円増の２千８３５万円で、

２目 他会計補助金が、１千１９８万５千円で、１１３万８万円の増。

３目 長期前受金戻入は、１千６３５万６千円で、１８８万円の増。

６目 雑収益は、９千円で、１万円の減、浄水場敷地内の電柱などの使用

料を見込むものであります。

収益的支出

１款 水道事業費用全体では、７８万７千円の増。

１項 営業費用では、５８６万９千円の増。

１目 原水及び浄水費は、２７３万２千円の増。

１７節 委託料が、３２１万２千円増の３千３００万６千円。
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施設管理委託料の増、委託管理費算定基準書の改定に伴う増。

２４節 動力費が、７５万４千円の減。

１１ページ

２５節 薬品費が、１１５万８千円の減であります。

２目 配水及び給水費は、１４８万５千円の増。

１７節 委託料が、８８万円増。

給水台帳管理データ作成委託の増であります。

４目 総係費は、３９６万９千円の減であります。

１２ページ～１３ページ

５目 減価償却費は、３９８万４千円の減。

令和２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であります。

１３ページ

６目 資産減耗費は、９６０万５千円の増。

配水管更新に伴う資産減耗が５件で４０３万１千円、旧ホマカイ橋撤去に

伴う橋梁添架管撤去が５００万円、平成２５年度に取得したメーター除却

費の計上であります。

２項 営業外費用は、５０８万２千円の減。

１目 支払利息及び企業債取扱諸費が、１４４万１千円の減。

これまでに借り入れた企業債の支払利息の減。

２目 消費税及び地方消費税は、３６４万１千円の減。

納付見込み額の減であります。

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１千８１９万４千円上回る見込み

であります。

１４ページ
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資本的収入

１款 資本的収入全体では、９２９万円の増。

１項

１目 企業債が、９３０万円の増。

起債対象事業費の増であります。

６項

１目 補償金は、１万円の減。

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

１款 資本的支出全体では、３千７０６万円の増。

１項 建設改良費は、３千４３８万８千円の増。

１目 建設改良費は、４４８万４千円の増。

配水管布設替等工事４件と設備整備工事２件を予定しております。

２目 総係費は、２千６３６万２千円の増。

１７節 委託料で２千６３９万円の増。

２件の委託料のうち、老朽化した水道管更新の実施設計業務のほか、新た

に上水道地区の地下水源を得るため水質及び水量調査を行なうものであり

ます。

３目 メーター設備費は、７５６万２千円の増。

検満メーター取り替え台数の増によるものであります。

２項

１目 企業債償還金は、２６７万２千円の増。

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

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、６千２５０万円、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。
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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。

職員給与費の２千８６万１千円とするものであります。

第８条 他会計からの補助金であります。

一般会計から、職員給与費補助１千６６万２千円、児童手当給付経費補助

２４万円、経営戦略策定経費補助１０８万３千円の他会計補助金総額１千

１９８万５千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であります。

１千７０２万３千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ページは給与費明細書。

１５ページと１６ページは令和３年度の予定貸借対照表、

１７ページと１８ページは、令和３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２年度の予定損益計算書、

２０ページと２１ページは、令和２年度の予定貸借対照表、

２２ページと２３ページは、令和２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３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９号 令和３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９号 令和３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３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、年間延患者数では、５７，２９５人、内訳として、入院患者では

１１，３１５人、外来患者では４５，９８０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、医療器械整備事業として、５，３８８万３千円の計

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

説明書でご説明いたします。

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、１０億６，７６３万４千円、前年度比較、７４９万５千円

の減

１項 医業収益、８億４，０９９万８千円、前年度比較、５３１万２千円の減

１目 入院収益では、２億５，２３２万５千円、前年度比較、７９２万円の減

２目 外来収益では、３億６，７８３万９千円、前年度比較、１，０７５万５千

円の減

３目 その他医業収益では、９，７６６万８千円、前年度比較、２，６８８万３

千円の増で、主に、３節 その他医業収益の新型コロナウイルスワクチン接種業務

委託料として、２，６８７万９千円が皆増であります。

４目 負担金では、１億２，３１６万６千円、前年度比較、１，３５２万円の減

で、１節 一般会計負担金では、１億４２７万７千円、内訳として、救急医療対策

費補助では、１億１８５万２千円、保健衛生行政費補助では、２４２万５千円の計

上、２節 負担金では、厚岸郡救急医療確保負担金として、１，８８８万９千円の
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計上であります。

２項 医業外収益、２億２，６６３万６千円、前年度比較、２１８万３千円の減

１目 患者外給食収益では、１９５万８千円、前年度比較、６０万４千円の減

２目 長期前受金戻入では、７，０８６万４千円、前年度比較、３２６万７千円

の減

３目 その他医業外収益では、３６６万４千円、前年度比較、１０６万５千円の

減

４目 他会計補助金では、８，２９３万９千円、前年度比較、１，４００万円の

増

１４ページ

５目 他会計負担金では、５，４８０万４千円、前年度比較、６５５万円の減と

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、２億４，２０２万円の計上であります。

６目 負担金交付金では、１，２４０万６千円、前年度比較、４６９万６千円の

減

７目 雑収益では、前年度と同額の１千円の計上であります。

受取利息及び配当金は、当初予算計上がなく、廃目であります。

次に、収益的支出であります。

１款 病院事業費用、１３億２，９７６万円、前年度比較、７，２３７万３千円

の増

１項 医業費用、１２億７，１５７万６千円、前年度比較、６，６２０万８千円

の増

１目 給与費では、前年度比較、４，１５８万４千円の増、内訳として、１節

給料では、前年度比較、４７６万５千円の増、職員の内訳として、常勤医師４名、

看護職員３５名、医療技術員２２名、事務員１０名、技術員２名、労務員１１名、

合計で８４名分の人件費の計上であります。
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１５ページ

２節 職員手当等では、前年度比較、８９９万２千円の減で、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、２１０万５千円の減

であります。

なお、７ページから１２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。

４節 退職給付費では、前年度比較、４０２万７千円の減、５節 賞与引当金繰

入額では、前年度比較、１３３万２千円の減で、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、５，３２７万５千円の増で、

主に、常勤医師不足を補完し、診療体制を維持するための支援出張医師及び新型コ

ロナウイルスワクチン接種に伴う支援出張医師の報酬が増となっております。

２目 材料費では、１億２，９５１万３千円、前年度比較、１３７万８千円の増、

主に、１節 薬品費では、前年度比較、１６８万１千円の減、患者数の減少を見込

んでの計上であります。２節 診療材料費では、前年度比較、４１６万６千円の増

で、主に、新型コロナウイルスワクチン接種に伴う診療材料費の増であります。

３目 経費では、１７ページまでわたりますが、２億４，４５４万円、前年度比

較、２，１８７万７千円の増、主に、３節 旅費交通費では、前年度比較、４６５

万３千円の増で、支援出張医師の旅費の増であります。４節 消耗品費では、前年

度比較、１３５万２千円の増で、主に、コピー用紙など事務用消耗品費の増であり

ます。１４節 使用料では、前年度比較、４３６万１千円の増で、主に、事務機使

用料として、病院総合管理システム賃借料の増であります。１６節 委託料では、

前年度比較、７４８万円の増で、主に、医療事務委託料、清掃業務委託料及び病院

総合管理システム保守点検委託料が増となっております。

４目 減価償却費では、７，５４８万６千円、前年度比較、４７万７千円の増

５目 資産減耗費では、３０３万１千円、前年度比較、９１万２千円の増

６目 研究研修費では、３８８万５千円、前年度比較、２万円の減であります。

１８ページ

２項 医業外費用、５，７８８万４千円、前年度比較、６１６万５千円の増

１目 支払利息及び企業債取扱諸費では、２，２６２万３千円、前年度比較、４７０

万２千円の減、主に、１節 企業債利息の減であります。
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２目 医療技術員確保対策費では、１，４０６万１千円、前年度比較、１，１５１

万１千円の増、主に、４節 負担金の増で、新型コロナウイルスワクチン接種業務

に従事する看護師の派遣負担金としての計上であります。

３目 雑損費では、１，７２０万円、前年度比較、６４万４千円の減

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、１億９，３４５万４千円、前年度比較、３，２６０万７千円

の減

１項 補助金では、１億９，３４５万４千円、前年度比較、１，７１０万７千円

の減

１目 他会計補助金では、１億４，５０５万４千円、前年度比較、８４９万３千

円の増、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、４，８４０万円、前年度比較、２，５６０万円の減で、

医療器械の購入に伴う特定防衛施設周辺整備補助金の計上であります。

企業債は、当初予算計上がなく、廃目であります。

次に、資本的支出であります。

１款 資本的支出、１億９，３４５万４千円、前年度比較、３，２６０万７千円

の減

１項 建設改良費、５，３８８万３千円、前年度比較、４，３０２万３千円の減

１目 固定資産購入費では、５，３８８万３千円、前年度比較、１，１２７万円

の減で、多人数用透析液供給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。
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建設工事費及び車両購入費は、当初予算計上がなく、廃目であります。

２項 １目 企業債償還金では、１億３，９５７万１千円、前年度比較、１，０４１

万６千円の増であります。

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 一時借入金であります。

一時借入金の限度額を６億円と定めるものであります。

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であります。職員

給与費として、８億１，５１２万１千円及び交際費として、１００万円と定めるも

のであります。

第７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３億８，７０７万４千円

と定めるものであります。

第８条 たな卸資産の購入限度額として、１億５，９３６万６千円と定めるもの

であります。

３ページ

第９条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

はじめに、取得する資産であります。器械備品として、多人数用透析液供給装置

１台、自動分析装置１台であります。

次に、処分する資産につきましては、取得する資産と同じ器械で、処分の態様は

廃棄であります。

４ページから５ページまでは、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ページまでは、給与費明細書

２０ページから２２ページまでは、令和３年度予定貸借対照表及び注記

２３ページは、令和２年度損益計算書

２４ページから２６ページまでは、令和２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９号 令和３年度厚岸町病院事業会計予算の提案説明とさせてい

ただきます。ご審議の上、ご承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。



議案第１０号 令和２年厚岸町一般会計補正予算

（１３回目）

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１０号 令和２年度 厚岸町一般会計補正予算から

議案第１６号 令和２年度 厚岸町介護老人保健施設事業 特別会計

補正予算の提案理由をご説明申し上げます。

はじめに、議案第１０号 令和２年度 厚岸町一般会計補正予算 １３回目の

提案理由をご説明申し上げます。

議案書の１ページであります。

令和２年度厚岸町一般会計補正予算 １３回目

令和２年度厚岸町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条、第１項、歳入歳出予算の補正であります。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、５億３，５７０万１千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、１２９億４，３８０万８千円とする。

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６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、２２款３８項、歳出では、１２款３０項にわたって、

それぞれ、５億３，５７０万１千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。

１４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 ９４０万円の増

２目 法人 １，３３２万４千円の増

２項 １目 固定資産税 １，２７１万３千円の増
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３項 軽自動車税 １目 環境性能割 ３４万円の増

２目 種別割 １９５万３千円の増

４項 １目 たばこ税 ５０７万４千円の減

６項 １目 都市計画税 ２０万３千円の減

町税全体では、３，２４５万３千円の増で、

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。

２款 地方譲与税

１項 １目 １節 地方揮発油譲与税 ３７８万８千円の減

２目 １節 自動車重量譲与税 ７００万円の増

３目 １節 森林環境譲与税 ９０万６千円の増

３款 １項 １目 １節 利子割交付金 次ページにわたり

６６万８千円の減

４款 １項 １目 １節 配当割交付金 ３７万９千円の増

５款 １項 １目 １節 株式等譲渡所得割交付金 １０７万２千円の減

６款 １項 １目 １節 法人事業税交付金 ７９万５千円の減

７款 １項 １目 １節 地方消費税交付金 ５７２万６千円の増

８款 １項 １目 １節 ゴルフ場利用税交付金 ２５万８千円の増

９款 １項 １目 １節 環境性能割交付金 １６８万２千円の減

それぞれ、１２月交付分までの実績によるほか、

交付見込みによる増減であります。

１０款 １項 １目 国有提供施設等所在市町村交付金

１節 自衛隊基地交付金 １４６万９千円の増

１１款 １項 １目 １節 地方特例交付金 ２５５万７千円の増

それぞれ交付見込みによる増であります。
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１２款 １項 １目 １節 地方交付税 ２億３，９８１万４千円の増

次ページにわたり、

普通交付税 本年度確定額 ３７億８，０００万２千円、

全額の計上であります。

１３款

１項 １目 １節 交通安全対策特別交付金 ４万５千円の減

１４款 分担金及び負担金 ２項 負担金

１目 民生費負担金 １節 社会福祉費負担金 ２３万円の減

２目 農林水産業費負担金 １節 農業費負担金 １１万１千円の増

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 ４７万３千円の増

２目 民生使用料 １節 社会福祉使用料 ３２万２千円の減

２節 児童福祉使用料 ７８万４千円の増

３目 衛生使用料 １節 保健衛生使用料 ２７万１千円の減

４目 農林水産業使用料

１節 農業使用料 ５０１万２千円の増

２節 林業使用料 １万１千円の減

６目 土木使用料 ３節 住宅使用料 １３７万９千円の増

７目 教育使用料

４節 保健体育使用料 次ページにわたり ５３万６千円の減

それぞれ、説明欄記載のとおり、収入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 ４万２千円の減

２節 徴税手数料 １万２千円の減

３節 戸籍住民登録手数料 ４万８千円の増

３目 衛生手数料

１節 保健衛生手数料 ２万円の増

２節 環境政策手数料 １９万１千円の増

４目 農林水産業手数料

１節 農業手数料 ４９万９千円の減

２節 水産業手数料 １万９千円の増
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６目 土木手数料

５節 住宅手数料 ５千円の減

それぞれ、説明欄記載のとおり、収入見込みによる増減であります。

３項 １目 １節 証紙収入 １８万７千円の増

収入見込みによる増であります。

１６款 国庫支出金

１項 国庫負担金 １目 民生費国庫負担金

１節 社会福祉費負担金 ２７４万８千円の増

２節 児童福祉費負担金 １６６万４千円の減

それぞれ、説明欄記載のとおり、収入見込みによる増減であります。

４目 １節 災害復旧費国庫負担金 １，７５３万円 新規計上

昨年１０月１２日の大雨の影響により、町道門静２号線道路が崩れ、通行不能

となった町道の復旧工事について、国の交付決定を受けての新規計上でありま

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 ２，２５０万３千円の増 次ページにわたり

主に、新型コロナウィルス感染症対応地方創生臨時交付金１次、２次配分確定

額 ３億８，２６３万６千円 全額の計上であります、

２目 民生費国庫補助金

１節 社会福祉費補助金 １２５万２千円の増

２節 児童福祉費補助金 ８７万４千円の減

それぞれの事業費に応じた補助金の増減であります。

３節 防衛施設周辺整備事業補助金 ５０万円の減

これ以降の科目の計上分を含めて、

特定防衛施設周辺整備調整交付金の補正額につきましては、

充当事業の確定に伴う調整増減であります。

３目 衛生費国庫補助金

１節 保健衛生費補助金 ２６万７千円の増

２節 環境政策費補助金 ３１万円の減

それぞれの事業費に応じた補助金の増減であります。
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３節 防衛施設周辺整備事業補助金 ６，６４１万円の増

主に、子ども医療分については、次年度以降の無償化に伴う財源として

基金へ積立てるものであります。

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 １，０４４万３千円の減

６目 土木費国庫補助金

１節 道路橋梁費補助金 ４万円の減

５節 住宅費補助金 ７４１万２千円の減

６節 防衛施設周辺整備事業補助金 ２０８万９千円の減

充当事業の確定に伴う減であります。

８目 教育費国庫補助金

１節 教育総務費補助金 ６８万３千円の減

充当事業の確定に伴う減であります。

２節 小学校費補助金 ２９万７千円の増

３節 中学校費補助金 次ページにわたり ９４万３千円の増

主に、それぞれ学校保健特別対策事業費補助金の増で、

充当事業の内容につきましては、歳出予算において説明いたします。

５節 社会教育費補助金 ３千円の減

７節 防衛施設周辺整備事業補助金 ９７０万円の増

３項 委託金

１目 総務費委託金 ２節 戸籍住民登録費委託金 ５万７千円の増

２目 民生費委託金 １節 社会福祉費委託金 １０万７千円の増

４目 土木費委託金 １節 河川費委託金 ３２１万３千円の減

それぞれ、説明欄記載のとおり、事業費の確定による増減であります。

１７款 道支出金 １項 道負担金 １目 民生費道負担金

１節 社会福祉費負担金 １７万２千円の増

２節 児童福祉費負担金 ３１万５千円の減

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 １３６万２千円の減
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２節 児童福祉費補助金 １１万８千円の減

３目 衛生費道補助金

１節 保健衛生費補助金 １６１万７千円の減 次ページにわたり

それぞれ、説明欄記載のとおり、収入見込みによる増減であります。

４目 農林水産業費道補助金

１節 農業費補助金 ５万２千円の減

２節 農業費交付金 １４４万４千円の減

３節 林業費補助金 ２８８万円の増

５節 水産業費補助金 １４０万円の増

５目 商工費道補助金

１節 商工費補助金 ３１７万６千円の減

７目 消防費道補助金

１節 消防費補助金 ２１７万７千円の増

それぞれ、説明欄記載のとおり、収入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 ２８万２千円の増

３節 戸籍住民登録費委託金 ６千円の増

５節 統計調査費委託金 １５６万２千円の増

それぞれ、説明欄記載のとおり、収入見込みによる増であります。

３目 衛生費委託金

２節 環境政策費委託金 １万１千円の増

４目 農林水産業費委託金

２節 林業費委託金 １８万６千円の増

５目 １節 商工費委託金 １万６千円の増

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 １７万９千円の増



- 7 -

２目 １節 利子及び配当金 ６万９千円の増 次ページにわたり

それぞれ、説明欄記載のとおり、収入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

１節 土地売払収入 １３万９千円の増

２節 その他不動産等売払収入 ８１６万２千円の増

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 ３５０万４千円の増

それぞれ、説明欄記載のとおり、収入見込みによる増減であります。

１９款 １項 寄附金 １目 １節 一般寄附金 １億４，００１万円の増

主に、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 ４億４，０００万円を見込んでの計上であります。

２０款 繰入金 １項 基金繰入金

１２目 １節 森林環境譲与税基金繰入金 ２７万９千円の減

譲与税交付額確定に伴う繰入金の減であります。

２２款 諸収入 １項 延滞金加算金及び過料

１目 １節 延滞金 １８万２千円の減

２項 預金利子 １目 町 預金利子 １節 預金利子 ２万９千円の減
ちよう

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、収入見込みによる減であります。

６項 ３目 ３節 雑入 ４０３万１千円の減 次ページにわたり

主に

厚岸情報ネットワーク難視聴対策事業補償金 ６１３万８千円の減は、

事業費確定による財源の減で、

その他、節目欄記載のとおり、収入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 ３４０万円の計上であります。
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１目 総務債

１節 総務管理債 ４００万円の増

２目 民生債

１節 社会福祉債 次ページにわたり ５，１６０万円の増

２節 児童福祉債 ３，４４０万円の減

３目 衛生債

１節 保健衛生債 ７３０万円の増

２節 環境政策債 １，４７０万円の減

４目 農林水産業債

１節 農業債 ８０万円の減

２節 林業債 ５３０万円の増

３節 水産業債 １６０万円の増

５目 １節 商工債 １，３５０万円の増

６目 土木債

２節 道路橋梁債 ７５０万円の減

次ページ

４節 都市計画債 １０万円の増

６節 住宅債 １，３７０万円の減

７目 １節 消防債 ３４０万円の減

８目 教育債

２節 小学校債 ７０万円の減

５節 社会教育債 ５０万円の減

６節 保健体育債 １０万円の増

それぞれ、起債対象事業費の確定による増減であります。

９目 災害復旧債

３節 公共土木施設災害復旧債 １，７１０万円の減

町道門静２号線道路の復旧工事について、

災害復旧費国庫負担金の交付決定を受けての減額であります。
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１１目 １節 減収補填債 １，３４９万円 新規計上

新型コロナウイルス感染症の影響による、

地方消費税交付金の減収補てんとしての計上であります。

以上で、歳入の説明を終わります。

３６ページ、歳出であります。

１款 １項 １目 議会費 ６４万３千円の減

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 ３９ページにわたり ６万２千円の増

２目 簡易郵便局費 ８万８千円の減

３目 職員厚生費 ４７６万１千円の減

説明欄記載のとおり、執行見込みによる増減であります。

４目 情報化推進費 ４５ページにわたり、９４９万８千円の減

説明欄記載のとおり、事業費確定及び執行見込みによる増減であります。

５目 交通安全防犯費 次ページにわたり １２万９千円の減

６目 行政管理費 １０６万７千円の減

７目 文書広報費 ４６万６千円の減

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目 財政管理費 ５億８，５３７万２千円の増 次ページにわたり

主に、基金への積立金として、

減債基金に、３億円

地域づくり推進基金に、２億 ９０４万５千円

特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金に、７，６５１万５千円の計上で、

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６，６５４万円減の約１６億３，４０３万円となる見込みであります。

９目 会計管理費 ５１万３千円の減

主に、手数料の減であります。
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１０目 企画費 ５５ページにわたり、１億２，７３６万１千円の増

主に、

まちおこし基金積立金 １，０００万円の増は、

次年度以降のまちおこし補助金に活用するための積立金の計上

ふるさと支援推進 ９，５１９万４千円の増 及び

ふるさと納税基金 ２，７８６万１千円の増は、

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と積立

金の増額補正であります。

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 ７万２千円の増

１２目 車両管理費 １３１万６千円の減

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。

１３目 町制施行百二十周年記念事業費 ４５万６千円の減

それぞれ、説明欄記載のとおり事業費確定による減額であります。

次ページ

１４目 諸費 ６２万６千円の増

役場庁舎内感染症対策に係る経費で、

消耗品費 ４０万１千円は、主に庁舎内会議用などで使用するアクリルパーテ

ーション及び職員用備蓄マスクの購入、医薬材料費 ２０万２千円は、消毒液

の購入、事務用備品購入 ４７万３千円は、感染症対策用アクリルパーテーシ

ョン３０枚の購入費の計上であります。

２項 徴税費 １目 賦課納税費 次ページにわたり、７５万５千円の減

３項 １目 戸籍住民登録費 次ページにわたり ５１万４千円の減

４項 選挙費 １目 選挙管理委員会費 ２万５千円の減

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 統計調査費

１目 統計調査総務費 １５０万円の増 次ページにわたり

主に 統計調査に従事する職員の超過勤務手当の増であります。

６項 １目 監査委員費 １８万７千円の減

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。
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３款 民生費 １項 社会福祉費

１目 社会福祉総務費 ２４８万１千円の減 次ページにわたり

主に、

国民健康保険特別会計 １７万３千円の減は、特別会計への繰出金の減で、

その他は、説明欄記載のとおり、事業費の確定による減及び執行見込みによる

増減であります。

次ページ

２目 心身障害者福祉費 １，３６１万２千円の減 ７１ページわたり

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 心身障害者特別対策費 ３５９万円の減

主に、重度心身障害者医療費の減であります。

４目 老人福祉費 ７７ページにわたり、４６７万７千円の減

主に、

介護保険特別会計 ９０万６千円の減は、特別会計への繰出金の減で、

介護保険利用者負担軽減措置 ２００万円の増は、社会福祉法人等による利用

者確定に伴う補助金の増で、

それぞれ、説明欄記載のとおり、事業費確定による減及び執行見込みによる増

減ほか財源内訳補正であります、

５目 後期高齢者医療費 ８０万２千円の増

特別会計への繰出金の増であります。

６目 国民年金費 １万５千円の減

説明欄記載のとおり、執行見込みによる減であります。

７目 自治振興費 ２２１万２千円の減 次ページにわたり

それぞれ、説明欄記載のとおり、事業費確定による減及び執行見込みによる増

減ほか財源内訳補正であります。

８目 社会福祉施設費 ８９万円の減 次ページにわたり

説明欄記載のとおり、執行見込みによる増減であります。
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１０目 諸費 ８０万５千円の増

主に、

保健福祉総合センター感染症対策 ２１万９千円は、

ハンドタオルや消毒液などの施設用消耗品の購入費の計上で、

老人福祉施設感染症対策 ６８万７千円は、、清拭オムツ交換車２台、痰吸引

機１台の購入費の計上で、

その他は、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、６２万６千円の減

２目 児童措置費 ２２９万５千円の減

次ページ

３目 ひとり親福祉費 ５３万９千円の減

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 ４，４０１万４千円の減 ９１ページにわたり

主に、厚岸保育所建設事業 ２，０７５万５千円の減は、事業費確定による減

額であります。確定後の工事費は、６億９，９１９万３千円で、

そのうち４億１，３１８万６千円を次年度に繰越明許費として計上するもので

あります。

その他は、それぞれ、説明欄記載のとおり、事業費確定による減及び執行見込

みによる増減であります。

５目 児童館運営費 次ページにわたり ３４万円の減

６目 諸費 次ページにわたり ４３万円の減

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。

４款 衛生費 １項 保健衛生費

１目 衛生予防費 ３０万円の減

説明欄記載のとおり、執行見込みによる減であります。

２目 健康推進費 １０３ページにわたり、７７１万３千円の減

３目 墓地火葬場費 ２４万円の減

それぞれ、説明欄記載のとおり、事業費確定の減及び執行見込みによる増減ほ

か財源内訳補正であります。

４目 水道費 ２３８万６千円の減

特別会計への繰出金の減であります。
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５目 病院費 １億円の増 次ページにわたり

病院事業会計への収支補てんとしての増額であります。

６目 子ども医療費 ４１０万５千円の減

執行見込みによる減であります。

７目 諸費 ３８７万２千円の減

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。

２項 環境政策費

１目 環境対策費 ５４８万５千円の増 次ページにわたり

主に、

環境保全基金積立金 ６００万円の増のほか、

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 水鳥観察館運営費 次ページにわたり １６万円の減

３目 廃棄物対策費 １３万２千円の減

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 ごみ処理費 ２，１８６万８千円の減 １１３ページにわたり

それぞれ、説明欄記載のとおり、事業費確定の減及び執行見込みによる増減で

あります。

５目 し尿処理費 １０万４千円の減

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目 下水処理費 １９１万円の減、

説明欄記載のとおり執行見込みによる減であります。

５款 農林水産業費 １項 農業費

１目 農業委員会費 ６８万７千円の減 次ページにわたり

２目 農業振興費 ２００万９千円の減 次ページにわたり

３目 畜産業費 １，４６７万円の減

５目 農地費 次ページにわたり ３６３万８千円の減

それぞれ、説明欄記載のとおり、事業費確定の減及び執行見込みによる増減で

あります。
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６目 牧野管理費 ２６３万１千円の増

主に、町営牧場 消耗品費は、配合飼料の購入のほか、消火器２本の購入費の

計上で、その他執行見込みによる減であります。

次ページ

７目 農業施設費 １８万円の増

８目 農業水道費 ４５万円の減

９目 堆肥センター費 次ページにわたり ４６万９千円の増

それぞれ説明欄記載のとおり、事業費確定による減及び執行見込みによる増減

のほか財源内訳補正であります。

１０目 諸費 ３０１万７千円の減

事業費確定による減であります。

２項 林業費 １目 林業総務費 次ページにわたり、４６万円の増

主に、森林環境譲与税基金積立金 ９０万７千円の増は、

譲与税の増に伴う積立金の増で、

その他、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目 林業振興費 １９７万９千円の減

３目 造林事業費 次ページにわたり ６６万円の減

それぞれ、説明欄記載のとおり、事業費確定による増減であります。

４目 林業施設費 ７万円の減

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 特用林産振興費 １０７万９千円の増

主に、施設等修繕料及び菌床製造材料購入費のけいぞゆであります。

３項 水産業費 １目 水産業総務費 ４３万円の減 次ページにわたり

２目 水産振興費 ３２０万１千円の減

３目 漁港管理費 次ページにわたり １２２万８千円の減

５目 養殖事業費 次ページにわたり ５９万円の減

６目 水産施設費 ４万９千円の増

それぞれ、説明欄記載のとおり、執行見込み、事業費確定による減及び執行見

込みによる増減であります。
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７目 諸費 次ページにわたり ５０７万１千円の減

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。

６款 １項 商工費 １目 商工総務費 ６３万８千円の減

２目 商工振興費 次ページにわたり ６５６万２千円の減

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。

３目 食文化振興費 次ページにわたり、５８８万２千円の減

それぞれ説明欄記載のとおり、事業費確定による減及び執行見込みによる増減

のほか財源内訳補正であります。

４目 観光振興費 ４３４万１千円の減 次ページにわたり

主に、観光宣伝事業 ３２９万４千円の減は、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためイベント等が中止とな

った、観光プロモーション事業実行委員会に対する補助金の減、

厚岸道立自然公園国定公園化促進事業 ９万９千円は、

今月誕生予定の「厚岸霧多布昆布森国定公園」に合わせ、歓迎塔サイン看板の

表記の変更に要する印刷製本費の計上であります。

５目 観光施設費 次ページにわたり ４９万２千円の減

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目 諸費 次ページにわたり １，１４１万円の減

新型コロナウイルス感染症拡大防止により、臨時休業した期間の経営支援補助

金の計上のほか、

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。

７款 土木費 １項 土木管理費

１目 土木総務費 ７万９千円の減

２目 土木車両管理費 ７万３千円の増

３目 土木用地費 １６万９千円の減

次ページ

４目 地籍調査費 ３万２千円の減

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。
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２項 道路橋梁費

１目 道路橋梁維持費 次ページにわたり ４９６万９千円の減

２目 道路新設改良費 次ページにわたり、５３４万３千円の減

それぞれ説明欄記載のとおり、事業費確定による減及び執行見込みによる増減

であります。

３目 除雪対策費 １７７万６千円の増

主に、除雪車両修繕料の増であります。

３項 河川費 １目 河川総務費 次ページにわたり、３１８万２千円の減

それぞれ説明欄記載のとおり、事業費確定による減及び執行見込みによる増減

であります。

４項 都市計画費 １目 都市計画総務費 ５万４千円の減

説明欄記載のとおり、執行見込みによる減 及び 財源内訳補正 であります。

次ページ

３目 下水道費 ２４８万２千円の減

特別会計への繰出金の減であります。

５項 公園費 １目 公園管理費 ７千円の減

説明欄記載のとおり執行見込みによる増減であります。

６項 住宅費 １目 建築総務費 １０７万８千円の減

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目 住宅管理費 ２，６０２万円の減 次ページにわたり

主に、町営住宅 修繕料 １３８万２千円は、各町営住宅修繕見込みの増で、

その他、それぞれ、説明欄記載のとおり、事業費確定による増及び執行見込み

による増減のほか財源内訳補正であります。

３目 住宅建設費 １１９万９千円の減

事業費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 ２７３万４千円の減

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。

２目 災害対策費 １６３ページにわたり、７５１万９千円の減

それぞれ、説明欄記載のとおり、事業費確定による減及び執行見込みによる増

減のほか財源内訳補正であります。
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３目 消防施設費 ２３万８千円の減

事業費確定による減であります。

４目 諸費 ５３万４千円の減

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。

次ページ

９款 教育費 １項 教育総務費

１目 教育委員会費 １７万８千円の減

２目 事務局費 ４３万９千円の減

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。

３目 教育振興費 １６９ページにわたり ６２１万７千円の減

４目 教員住宅費 ７万９千円の減

それぞれ、説明欄記載のとおり、事業費確定による減執行見込みによる増減の

ほか財源内訳補正であります。

５目 就学奨励費 １万５千円の減

次ページ

６目 スクールバス管理費 １７９万円の減

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。

７目 諸費 １５万９千円の減

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 小学校費 １目 学校運営費 次ページにわたり、５１１万６千円の増

主に

厚岸小学校及び真龍小学校に係る光熱水費の増で、

その他、説明欄記載のとおり、各小学校の執行見込みによる増減であります。

２目 学校管理費 次ページにわたり ５３万９千円の減

３目 教育振興費 次ページにわたり ４２３万９千円の減

それぞれ、説明欄記載のとおり、事業費確定による減執行見込みによる増減で

あります。

４目 諸費 ２６９万６千円の増

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う各小学校における感染症対策に要

する整備として、消耗品や網備品購入費の計上であります。

なお、この財源については、学校保健特別対策事業費補助金を充当するもので、

次年度に繰越明許費として計上するものであります。



- 18 -

３項 中学校費 １目 学校運営費 次ページにわたり ２８２万１千円の増

主に厚岸中学校及び太田中学校の光熱水費の増で

その他、説明欄記載のとおり、各中学校の執行見込みによる増減であります。

２目 学校管理費 次ページにわたり １２６万２千円の減

３目 教育振興費 ６４７万９千円の減

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 諸費 ２６８万７千円の増

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う各中学校における感染症対策に要

する整備として、消耗品や網備品購入費の計上であります。

なお、この財源については、学校保健特別対策事業費補助金を充当するもので、

次年度に繰越明許費として計上するものであります。

５項 社会教育費

１目 社会教育総務費 ２２７万１千円の減 次ページにわたり

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。

２目 生涯学習推進費 ５３万８千円の減

３目 公民館運営費 次ページにわたり １３万６千円の減

４目 文化財保護費 ４３万２千円の減

５目 博物館運営費 次ページにわたり、１２万５千円の減

６目 情報館運営費 次ページにわたり、７９万円の減

それぞれ、説明欄記載のとおり、事業費確定による減及び執行見込みによる増

減ほほか財源内訳補正であります。

７目 諸費 ３万３千円の増 次ページにわたり

情報館における感染症対策に係る経費で、案内看板購入費の計上であります。

６項 保健体育費

１目 保健体育総務費 ６９万１千円の減

２目 社会体育費 １９７ページにわたり、５４４万円の減

３目 温水プール運営費 次ページにわたり、１９７万円の減

４目 学校給食費 次ページにわたり、５万３千円の増

それぞれ、説明欄記載のとおり、事業費確定による減及び執行見込みによる増

減であります。

１０款 災害復旧費

３項 １目 公共土木施設災害復旧費 ２９万７千円の減

事業費確定による減であります。
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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。

２目 利子 １６７万円の減

一時借入金利子の執行見込みによる減であります。

１２款 １項 １目 給与費 １，１６８万２千円の減 次ページにわたり

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。

以上で、歳出の説明を終わります。

１ページへお戻り願います。

第２条 繰越明許費の補正であります。

繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。

７ページをお開き願います。

第２表 繰越明許費の補正であります。

歳出予算でご説明した、記載の４事業について、国の繰越承認を得て、

令和３年度に繰り越して執行するための繰越明許費を設定するものでありま

す。

１ページへお戻り願います。

第３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３表 債務負担行為補正」による。

８ページをお開き願います。

第３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

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４条 地方債の補正であります。

地方債の追加及び変更は、「第４表 地方債補正」による。
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１０ページをお開き願います。

第４表 地方債補正 であります。

上段の表が追加事業の１件で

減収補てん債の起債の限度額を１，３４９万円とし、

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８件で、

公営住宅建設事業 １，１１０万円の減

災害復旧事業 １，７１０万円の減

緊急防災・減災事業 ２，４１０万円の減

公共施設等適正管理推進事業 ２，３７０万円の減

辺地対策事業 ５３０万円の減

過疎対策事業 ８，０３０万円の増

草地開発事業 ３８０万円の減

公有林整備事業 ４５０万円の減

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。

次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、

令和元年度末現在高、 １１２億７，０１６万２千円

補正後の令和２年度中起債見込額 １９億５，９９９万円

令和２年度中元金償還見込額、 ９億７，６７２万３千円

補正後の令和２年度末現在高見込額は、 １２２億５，３４２万９千円

となるものであります。

以上で、議案第１０号の説明を終わります。

次に議案第１１号であります。



議案第１１号 令和２年厚岸町国民健康保険特別会計補正予算

（５回目）

提案理由説明書
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議案書の１ページであります。

令和２年度 厚岸町 国民健康保険 特別会計補正予算（５回目）

令和２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であります。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ、６９３万４千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、１３億９，７０５万５千円とする。

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、５款、５項、次ページ

歳出では、４款、１１項にわたって、

それぞれ、６９３万４千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。
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１款 １項 国民健康保険税

１目 一般被保険者 国民健康保険税 ６６４万１千円の減

２目 退職被保険者等 国民健康保険税 １万８千円の減

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。

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 １６１万６千円の減

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

５千円の増

基金利子であります。

６款 繰入金 １項 １目 １節 一般会計繰入金

１７万３千円の減 会計収支の調整による減であります。

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 １７３万１千円の増

３目 一般被保険者返納金 １節 返納金 ２２万２千円の減

それぞれ、説明欄記載のとおり、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。

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 ２７万７千円の減

２項 徴税費 １目 賦課徴収費 １１万円の減

３項 １目 運営協議会費 ９万５千円の減

次ページ、

５項 １目 特別対策事業費 １３万５千円の減

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 ６４４万５千円の減
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３目 一般被保険者 療養費 １３６万９千円の減

５目 審査支払手数料 １６万４千円の減

それぞれ、説明欄記載のとおり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 ５３８万円の増

次ページ

３目 一般被保険者 高額介護合算療養費 ９万４千円の減

４項 出産育児諸費 １目 出産育児一時金 １２７万７千円の減

５項 葬祭諸費 １目 葬祭費 ６万円の増

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。

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

次ページにわたり ２４０万５千円の減

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 ８千円の減

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 １項 基金積立金

１目 国民健康保険財政調整基金積立金 ５千円の増

基金利子の積立金であります。

以上で、議案第１１号の説明を終わります。

続きまして、議案第１２号であります。



議案第１２号 令和２年厚岸町簡易水道事業特別会計補正予算

（３回目）

提案理由説明書
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議案書の１ページであります。

令和２年度 厚岸町 簡易水道事業 特別会計補正予算（３回目）

令和２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であります。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ、１５５万５千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、８，２３７万４千円とする。

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、２款、３項、次ページ

歳出では、２款、２項にわたり、

それぞれ、１５５万５千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。

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 ７９万６千円の増

２項 手数料 １目 水道手数料 １節 給水工事手数料 ３万５千円の増

それぞれ、収入見込みによる増減であります。

５款 繰入金 １項 １目 １節 一般会計繰入金 ２３８万６千円の減

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。
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１款 総務費 １項 総務管理費 １目 一般管理費 １万１千円の減

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 水道費 １項 １目 水道事業費 １５４万４千円の減

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。

以上で、議案第１２号の説明を終わります。

続きまして、議案第１３号であります。



議案第１３号 令和２年厚岸町下水道事業事業特別会計補正予算

（３回目）

提案理由説明書
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議案書の１ページであります。

令和２年度 厚岸町 下水道事業 特別会計補正予算（３回目）

令和２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であります。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ、５７万３千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、６億５，６０４万円とする。

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、５款、５項、次ページ

歳出では、１款、２項にわたり、

それぞれ、５７万３千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。

１款 分担金及び負担金 ２項 負担金

１目 １節 下水道費負担金 １６万円の増

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 １６３万１千円の増

収入見込みによる増額であります。

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節 下水道事業費補助金 １万８千円の増

社会資本整備総合交付金の事業費確定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 ２４８万２千円の減

会計収支の調整による減であります。
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７款 １項 町債 １目 下水道債 １節 下水道事業債 １０万円の増

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 １３万１千円の減

それぞれ、説明欄記載のとおり執行見込みによる減 及び 財源内訳補正であ

ります。

２目 管渠管理費 ７９万８千円の増

主に、修繕料の増であります。

３目 処理場管理費 次ページにわたり ７５万２千円の減

４目 普及促進費 ２４万９千円の減

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。

２項 下水道事業費 １目 公共下水道事業費 ２３万９千円の減

それぞれ、説明欄記載のとおり事業費確定による減及び執行見込みによる減で

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 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

期間は変更ありませんが、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。

ふたたび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。
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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 １０万円の増で、

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、

令和元年度末現在高、３２億８，９５７万１千円

補正後の令和２年度中起債見込額、９，５９０万円

令和２年度中元金償還見込額、２億８，１９８万５千円

補正後の令和２年度末現在高見込額は、

３１億 ３４８万６千円となるものであります。

以上で、議案第１３号の説明を終わります。

続きまして、議案第１４号であります。



議案第１４号 令和２年厚岸町介護保険特別会計補正予算

（５回目）

提案理由説明書
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議案書の１ページであります。

令和２年度 厚岸町 介護保険 特別会計補正予算（５回目）

令和２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、 ４９万３千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、１０億９，３９０万２千円とする。

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、８款１２項、次ページ

歳出では、４款１５項にわたり、

それぞれ、４９万３千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 保険料 １項 介護保険料

１目 第１号被保険者 介護保険料 １，３１３万５千円の減

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 ２１万５千円の減

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 ３１万４千円の減

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 ７万２千円の増
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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 ５６万２千円の増

２項 国庫補助金 １目 １節 財政調整交付金 １，５０２万８千円の減

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 ９４万３千円の増

２節 その他 地域支援事業交付金 ２万９千円の増

３節 社会保障充実事業交付金 ６千円の減

それぞれ、利用状況、執行見込みに応じた増減であります。

９目 １節 介護保険災害等臨時特例補助金 ５１９万８千円の増

新型コロナウィルス感染症の影響による収入減で、減免となった保険料に係る

特例補助金の増であります。

５款 １項 支払基金交付金 次ページにわたり、

１目 １節 介護給付費交付金 １７０万８千円の増

２目 １節 地域支援事業 支援交付金 １０１万９千円の増

それぞれ、利用状況、執行見込みに応じた増であります。

６款 道支出金 １項 道負担金 １目 １節 介護給付費負担金

１４９万４千円の増

それぞれ利用状況、執行見込みに応じた増であります。

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 ４７万２千円の増

２節 その他 地域支援事業交付金 １万４千円の増

３節 社会保障充実事業交付金 ３千円の減

それぞれ、利用状況、執行見込みによる増減であります。

８款 繰入金 １項 １目 １節 一般会計繰入金 ９０万６千円の減

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

１，８７０万１千円の増

基金からの繰入金の増であります。



- 3 -

１０款 諸収入 ２項 ３目 １節 雑入

１１万２千円の減

執行見込み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。

１款 総務費 １項 総務管理費 １目 一般管理費 １８万７千円の減

２項 徴収費 １目 賦課徴収費 ８万８千円の減

３項 １目 介護認定審査会費 ３３万８千円の減

２目 認定調査等費 次ページにわたり １１３万１千円の減

５項 １目 計画策定委員会費 １万１千円の減、

６項 １目 地域密着型サービス運営委員会費 １万１千円の減

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 ５９１万７千円の減

次ページ

２目 施設介護サービス給付費 ２，１１４万５千円の増

３目 居宅介護福祉用具購入費 ６９万３千円の減

４目 居宅介護住宅改修費 １４万９千円の減

５目 居宅介護サービス計画費 ９７３万１千円の減

６目 審査支払手数料 ２万３千円の減

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 １目 高額介護サービス費 次ページにわたり ７１万１千円の増

３項 １目 高額医療合算介護サービス費 ３４万８千円の減

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 １３３万２千円の増

それぞれ、保険給付費等の執行見込みによる増減であります。

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 ９万１千円の減

２目 任意事業費 １０３万３千円の減

３目 在宅医療・介護連携推進事業費 ４万９千円の減

５目 認知症総合支援事業費 次ページにわたり ３万１千円の減

６目 地域ケア会議推進事業費 ４万２千円の減

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。
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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 ２３６万円の減

４項 １目 一般介護予防事業費 １７万６千円の減

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 次ページにわたり ４万１千円の減

６項 その他諸費

１目 審査支払手数料 １万２千円の減

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。

７款 諸支出金 １項 償還金及び還付金

２目 償還金 補正額ゼロ 財源内訳補正であります。

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 ２３万３千円の減

説明欄記載のとおり、財源内訳補正及び執行見込みによる減

であります。

以上で、議案第１４号の説明を終わります。

続きまして、議案第１５号であります。



議案第１５号 令和２年厚岸町後期高齢者医療特別会計補正予算

（４回目）

提案理由説明書
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議案書の１ページであります。

令和２年度 厚岸町 後期高齢者医療 特別会計補正予算（４回目）

令和２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であります。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、１１４万３千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、１億４，８４６万５千円とする。

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３項、次ページ

歳出では、２款３項にわたって、

それぞれ、１１４万３千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 ４８２万９千円の減

２目 普通徴収保険料 ６０９万８千円の増

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 ８０万２千円の増

会計収支の調整による増であります。

６款 国庫支出金 １項 国庫補助金

１目 １節 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 ９２万８千円の減

基礎控除等の税制改正対応にかかるシステム改修に対する補助金で、

補助金額確定による減であります。
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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 １０万１千円の減

２項 １目 徴収費 ４万７千円の減

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。

２款 １項 １目 後期高齢者医療 広域連合納付金 １２９万１千円の増

広域連合への負担金の増であります。

以上で、議案第１５号の説明を終わります。

続きまして、議案第１６号であります。



議案第１６号 令和２年厚岸町介護老人保健施設事業特別会計補正予算

（３回目）

提案理由説明書
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議案書の１ページであります。

令和２年度 厚岸町 介護老人保健施設事業 特別会計補正予算（３回目）

令和２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であります。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、４００万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、８，６８９万８千円とする。

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、２款、３項、次ページ

歳出では、１款、１項にわたって、

それぞれ、４００万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 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 １５万円の増

２項 １目 １節 自己負担金収入 ３５万円の増

それぞれ、施設利用の状況による増であります。

６款 繰入金 １項 基金繰入金

１目 １節 介護老人保健施設基金繰入金 ３５０万円の増

介護老人保健施設基金から繰入金であります。

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。
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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 ４００万円の増

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。

３款 １項 １目 予備費 補正額ゼロ 財源内訳補正であります。

以上を持ちまして、

議案第１０号 令和２年度 厚岸町一般会計補正予算から

議案第１６号 令和２年度 厚岸町介護老人保健施設事業 特別会計

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。



議案第１７号 令和２年度厚岸町水道事業会計補正予算

（３回目）提案理由説明書
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議案第１７号、令和 ２ 年度厚岸町水道事業会計補正予算（３回目）の内容に

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、６千７５０立方メートル増の、１２３万９千８７８立方メー

トル、１日平均給水量は、１０立方メートル増の３千３８８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

配水管布設替等事業を、１３万７千円減額し、３千９４９万円に、

設備整備事業を、６万９千円増額し、１千２６７万２千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 ２２２万６千円増額し、

２億９千３３６万８千円とするもので、

内訳は、

１項 営業収益が、２１８万９千円の増。

２項 営業外収益が、３万７千円の増であります。

支出

１款 水道事業費用を４６９万３千円増額し、

２億７千８４８万６千円とするもので、

内訳は、

１項 営業費用が、６２６万３千円の増。

２項 営業外費用が、１５７万円の減であります。

収益的収入及び支出の補正内容につきましては、補正予算説明書によります。

第４条は、資本的収入及び支出の補正であります。

２ページ

収入

１款 資本的収入を１０万円減額し、５千１９４万３千円とするもので、

内訳は、
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１項 企業債が、１０万円の減であります。

支出

１款 資本的支出を ７３万２千円増額し、１億８千２３６万２千円とするも

ので、

内訳は、

１項 建設改良費が、７３万２千円の増であります。

６ページの補正予算説明書

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いて

収益的収入

１款 水道事業収益

１項 営業収益

１目 給水収益は、２０７万４千円の増。

内訳は、１節 水道料金の用途区分業務用及び浴場営業用以外は１２月までの

使用実績の増加に伴う４５５万５千円の増。

一方、用途区分業務用の使用水量が減少、もろもろの町主要産業活動の動向が

軟調で１２月までの使用実績が減少に伴う２４７万２千円の減。

２目 受託工事収益は、１１万５千円の増。

１２月補正時に２節 手数料に計上すべきであった内容について、誤って１節

受託工事料に計上したため、節を見直すとともに、これまでの収益実績と今

後の見込みを反映したことによる増額であります。

２項 営業外収益

１目 受取利息及び配当金は、２万８千円の増。

３節 貸付金利息が他会計への短期貸付けに伴う利息の増。

３目 長期前受金戻入は、９千円の増、事業確定に伴う増であります。

収益的支出

１款 水道事業費用

１項 営業費用

１目 原水及び浄水費は、３９２万６千円の増。

主に２０節 修繕費が、取水場導水管漏水修理１件とほか１件の施設修理が増

加したことによる３８８万９千円の増、と各節執行見込みを勘案した増減であ

ります。

２目 配水及び給水費が、２９０万９千円の増。

主に２０節 修繕費で町内各個別メーター修理に加え町内水道管の３４件の漏

水修理に伴い２８２万９千円の増、その他の節は執行見込みを勘案した増であ

ります。
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７ページ

４目 総係費は、５８万１千円の減。

各節執行見込みを勘案した増減であり内容は、説明欄記載のとおりであります。

６目 資産減耗費は、９千円の増。

尾幌２号配水管の一部除却に伴う資産減耗費の増であります。

２項 営業外費用

２目 消費税及び地方消費税が、１５７万円の減。

建設改良工事費の執行額確定に伴い見込まれる納付額の減によるものでありま

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１０万円の減。

対象工事の確定による減であります。

資本的支出

１款 資本的支出

１項

１目 建設改良費は、６万８千円の減。

配水管布設替等事業の執行額確定による減であります。

３目 メーター設備費は、８０万円の増。

実績により費用が増加したことによる増であります。

１ページ下段

第４条の括弧書き

資本的収入が資本的支出に対し不足する額、１億３千４１万９千円について、

当年度分損益勘定留保資金１億７６２万１千円、

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額９２１万６千円、

減債積立金６００万円及び建設改良積立金７５８万２千円で補填するものであ

ります。

２ページ中段
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第５条 企業債の補正

企業債の予定額を１０万円減額し５千８０万円とするもので、起債の方法、利

率、償還の方法については、変更ありません。

第６条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正であり

ます。

職員給与費について、３７万円減額し２千２４万５千円とするものであります。

第７条 たな卸資産の購入限度額の補正

たな卸資産である水処理薬品及び材料費の購入実績使用見込の減などに伴い、

１千７００万６千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ページは水道事業会計補正予定キャッシュフロー計算書。

９ページと１０ページは予定貸借対照表。

１１ページと１２ページは会計処理の基準や手順を示した注記でございます。

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２年度厚岸町水道事業会計補正予算（３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１８号 令和２年度厚岸町病院事業会計補正予算

（３回目）提案理由説明書
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議案第１８号 令和２年度厚岸町病院事業会計補正予算、３回目について、その

内容をご説明いたします。

議案書、１ページをお開きください。

第１条 総則、令和２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、４，９８１人減の４６，９１４人と

するもので、内訳として、入院患者では、３６５人増の１０，９５０人に、外来患

者では、５，３４６人減の３５，９６４人とするものであります。

１日平均患者数では、２１人減の１７８人、内訳として、入院患者では、１人増

の３０人に、外来患者では、２２人減の１４８人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は、補正予算説明書で行います。５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、２，７６６万４千円の増

１項 医業収益、１億３２３万３千円の減

１目 入院収益、１，５１９万円の減

延べ入院患者数では３６５人の増となるが、診療単価の減を見込んでの減額であ

ります。

２目 外来収益、５，７４３万５千円の減

延べ外来患者数５，３４６人、１日あたり２２人の減を見込んでの減額でありま

す。

３目 その他医業収益、３９８万円の減

内訳として、１節 室料差額収益、１３万３千円の減、２節 公衆衛生活動収益、

５８１万２千円の減、３節 その他医業収益、１９６万５千円の増で、詳細は、そ

れぞれ説明欄記載のとおりであります。

４目 負担金、２，６６２万８千円の減

一般会計負担金の減で、それぞれ決算見込みを勘案しての減額補正であります。

２項 医業外収益、１億３，０８９万７千円の増
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２目 患者外給食収益、３０万１千円の減

３目 長期前受金戻入、５８万８千円の増

４目 その他医業外収益、１０万９千円の増

それぞれ決算見込みを勘案しての増減であります。

５目 他会計補助金、１，８０１万６千円の増

６目 他会計負担金、１億８６１万２千円の増

一般会計からの補助金及び負担金の増で、説明欄記載の項目について、それぞれ

決算見込みを勘案しての増減であります。

７目 負担金交付金、３８７万３千円の増

介護老人保健施設事業運営管理共通経費負担金の増であります。

次に、６ページ、収益的支出であります。

１款 病院事業費用、３，９５９万５千円の減

１項 医業費用、３，８６５万９千円の減

１目 給与費、３，７４６万６千円の減、内訳として、１節 給料、２４８万９

千円の減、２節 職員手当等、４，０６１万６千円の減は、主に、期末、勤勉手当

の減で、この減額相当分は、賞与引当金と重複計上していたことが判明し、これを

減額するものであります。３節 法定福利費、９１４万４千円の減は、主に、共済

組合負担金の減であります。５節 賞与引当金繰入額、１３３万２千円の減、６節

報酬、１，６１１万５千円の増は、主に、常勤医師の退職に伴う支援出張医師にか

かる報酬が増となっております。

２目 材料費、３７９万９千円の減、主に、２節 診療材料費、３１０万９千円

の減で、患者数の減によるものであります。

３目 経費、３６３万９千円の増、主に、３節 旅費交通費、１４４万２千円の

増は、支援出張医師の旅費の増、１３節 修繕費、１７８万２千円の増は、主に、

感染対策としての施設修理費１５３万４千円の増、次ページ、１６節 委託料、

１３１万１千円の増は、主に、病院総合管理システム保守契約委託料の増のほか、

執行見込みによる増減であります。
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６目 研究研修費、１０３万３千円の減

それぞれ、執行見込みによる減であります。

２項 医業外費用、９３万６千円の減

１目 支払利息及び企業債取扱諸費、７万６千円の増

一時借入金利息の増であります。

２目 医療技術員確保対策費、３２万３千円の減は、主に、看護師の育児休暇取

得に伴い欠員分を補てんするための看護師派遣に要する経費について、執行見込み

による増減であります。

４目 雑損費、１節 不用品売却原価その他雑損費、６８万９千円、貯蔵品にか

かる仮払消費税の減であります。

以上が、収益的収入及び支出の補正内容であります。

１ページにお戻りください。

第３条の収益的収入及び支出について、条文中のなお書きですが、本補正予算に

おいて、４，８８４万７千円の赤字予算となり、資金不足額が生じる見込みとなる

ことから、その運転資金として、企業債９，５１０万円を借り入れ、補てんしよう

とするものであります。

２ページ

第４条 企業債の補正であります。予算第５条に定めた企業債のうち、特別減収

対策企業債について、その限度額を２，４９０万円減額し、９，５１０万円とする

ものであります。なお、起債の方法、利率、償還の方法については、変更ありませ

ん。

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３，７４６万６千円減額し、７億４，２０１万円とするものであ

ります。

第６条 他会計からの補助金の補正であります。合計で、１億円を増額し、補助

金の総額を、６億４８３万３千円とするものであります。

３ページは、補正予算実施計画、

４ページは、補正予定キャッシュ・フロー計算書、
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８ページから１０ページまでは、予定貸借対照表と注記であります。

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１８号 令和２年度厚岸町病院事業会計補正予算、３回目の提案

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。


