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平 成 １ ４ 年 厚 岸 町 議 会 第 １ 回 定 例 会 会 議 録

招 集 期 日 平成１４年３月６日

招 集 場 所 厚 岸 町 議 場

開 会 平成１４年３月６日 午前１０時００分
開 閉 日 時

散 会 平成１４年３月６日 午後 ５時１０分

１ 出 席 議 員 並 び に 欠 席 議 員

議 席 出席○ 議 席 出席○
氏 名 氏 名

番 号 欠席× 番 号 欠席×

１ 稲 井 正 義 ○ 11 谷 口 弘 ○

２ 塚 田 丈 太 郎 ○ 12 髙 畠 一 美 ○

３ 田 宮 勤 司 ○ 13 鹿 野 昇 ×

４ 佐 藤 淳 一 ○ 14 安 達 由 圃 ○

５ 岩 谷 仁 悦 郎 ○ 15 菊 池 賛 ○

６ 真 里 谷 誠 治 ○ 16 音 喜 多 政 東 ○

７ 池 田 實 ○ 17 秋 山 之 男 ×

８ 小 澤 準 ○ 18 中 屋 敦 ○

９ 木 村 正 弘 ○ 19 佐 齋 周 二 ○

10 室 﨑 正 之 ○ 20 松 岡 安 次 ○

以 上 の 結 果 出 席 議 員 １８名 欠 席 議 員 ２名

１ 議 場 に 出 席 し た 事 務 局 職 員

事 務 局 長 議 事 係 長

大 平 裕 一 板 屋 英 志
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１ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の氏名

職 名 氏 名 職 名 氏 名

町 長 若 狹 靖 教 育 長 富 澤 泰

助 役 鈴 木 英 世 教委管理課長 田 辺 正 保

収 入 役 君 澤 英 二 教 委 生 涯
大 野 榮 司

総 務 課 長 大 沼 隆 学 習 課 長

企画財政課長 黒 田 庄 司 監査事務局長 阿 野 幸 男

税 務 課 長 柿 﨑 修 一 農委事務局長 松 浦 正 之

町 民 課 長 古 川 福 一 教 委 体 育
澤 向 邦 夫

保健福祉課長 斉 藤 健 一 振 興 課 長

環境政策課長 西 野 清 教委指導室長 齋 藤 晃

農 政 課 長 福 田 美 樹 夫 水 道 課 長 山 﨑 国 雄

水 産 課 長 小 倉 利 一 病 院 事 務 長 大 野 繁 嗣

商工観光課長 久 保 一 將 特別養護老人
藤 田 稔

管 理 課 長 松 澤 武 夫 ホーム施設長

建 設 課 長 北 村 誠 デイサービス
玉 田 勝 幸

センター施設長

１ 会議録署名議員

６ 番 真 里 谷 誠 治

７ 番 池 田 實

１ 会 期

３月６日から３月２０日までの１５日間
（休 会３月９日、１０日、１６日、１７日の４日間）

１ 議事日程及び付議事件
別紙のとおり

１ 議事の顛末
別紙のとおり
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議 長 ただいまより平成14年厚岸町議会第１回定例会を開会いたします。

開会時刻１０時００分

議 長 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 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、会議規則第 118条の規定により、６番真里谷議員、７

番池田議員を指名いたします。

議 長 日程第２、議会運営委員会報告書を議題といたします。

委員長の報告を求めます。

３番、田宮委員長。

３ 番 去る３月４日議会運営委員会を開催いたしましたので、次のとおり報告を申し上

げます。

協議内容でございますけれども、第１回定例会の議事運営についてであります。

報告につきましては、議長からの諸般報告、町長から行政報告、監査委員から例

月出納検査報告が行われます。

次に、各委員会から予定される案件といたしましては、平成12年度各会計決算審

査特別委員会から平成12年度各会計決算審査報告書が報告をされます。

次に、総務、産業建設、厚生文教各常任委員会と議会運営委員会の閉会中の継続

調査の申し出が行われます。

次に、陳情書についてでありますが、難病等の対策の充実を求める陳情書、審査

の方法は本会議で審査ということになりました。

次に、要望意見書が３件ございます。１つは「捕鯨の早期再開」を求める要望意

見書、雇用対策の充実を求める要望意見書、健保本人３割負担、高齢者医療費の負

担増など患者負担引き上げの中止、医療制度の抜本的改革を求める要望意見書３件

でありますが、いずれも本会議で審査することとなります。

次に、町長提案の議案でありますが、最初に報告については、町長の町政執行方

針、教育長の教育長行政執行方針が行われます。



- 6 -

次に、議案第21号から第23号、一般議案でありまして、３件であります。

次に、議案第24号は特例条例１件、議案第25号から第33号はいずれも条例制定で

ありまして、９件ございます。

次に、議案第11号から第20号までは、各会計の補正予算で10件ございます。これ

は各会計補正予算審査特別委員会に付託し、審査をすることとなります。

次に、議案第１号から第10号までは、新年度予算10件でありまして、これも各会

計新年度予算審査特別委員会に付託をし、審査することとなります。

次に、一般質問は７人の議員から通告がございます。

次に、会期の決定でございますが、３月６日から20日まで15日間、なお、９日、

10日、16日、17日の土曜、日曜については休会となります。詳細については、お手

元に予定表を配付しておりますので、ごらんいただきたいと思います。

最後に、その他でありますが、追加議案が４件予定をされておりますので、ご承

知おきいただきたいと思います。

以上で報告を終わります。

議 長 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 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、ただいま議会運営委員会委員長の報告に

ありましたとおり、本日から20日までの15日間とし、土曜日、日曜日の９、10、16、

17日は休会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 ご異議なしと認めます。

よって、本定例会の会期は、本日から20日までの15日間とし、９、10、16、17日

は休会することに決定しました。

なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付いたしました予定表のと

おりでありますので、ご了承を願います。

議 長 日程第４、この際、諸般の報告を行います。

まず、本定例会に提出され、受理されております議案等は、別紙付議事件書のと

おりでありますので、ご了承願います。
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次に、平成13年12月12日開会の第４回定例会終了時から本日までの議会の動向は、

おおむね別紙報告書のとおりでありますので、ご了承願います。

なお、私は、本年１月10日から16日にかけて、町長とともに本町の姉妹都市であ

りますオーストラリア・クラレンス市を訪問いたしました。

また、２月４日から10日にかけて、東京で行われました全国石炭鉱業関係町村議

会議長会定期総会及び東京厚岸会にも出席しております。

この際、議員の皆様に申し上げます。関係資料を別途議員控室に備えることにし

ておりますので、ご了承いただきますとともに、後ほど閲覧をし、ご参考に供して

いただきたいと思います。

以上、諸般の報告といたします。

議 長 日程第５、町長から行政報告を求められておりますので、これを許します。

町長。

町 長 本定例会に当たり平成13年10月、第４回臨時会にて報告いたしました医療過誤損

害請求事件のその後の経過について、時間を追って報告をさせていただきます。

平成13年11月６日、第１回口頭弁論が行われ、訴状に対する答弁書の提出及び今

後の裁判の運営等について打ち合わせが行われております。

その後、相手方から３件の意見上申書、当方の準備書面に反論する形での準備書

面１件が提出されております。

相手方は一貫して和解を強く望んでおり、争うのであれば調査のため指定する看

護婦の住所、氏名、電話番号の開示を求めております。これに対し、当方からの上

申書では、証人申請のための住所、氏名の開示には応ずるが、採証活動としての開

示は看護婦の平穏な生活を阻害するとして拒否しており、医療の経過等についての

準備書面１件を提出しております。

平成14年１月22日、第２回口頭弁論が電話会議という形で行われています。この

中で相手方は和解を主張、当方からは和解の可能性は否定しないが、過失に対して

の具体的な主張が不十分なままでは応じられない。早期和解を望むならば、訴訟前

に示談の提案をすべきであるという主張をしております。

裁判所からは、相手方に過失の具体的主張を２月５日までに提出するように、当

方に対しては３月１日までに反論を提出するように、また和解についても考慮する
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よう申し渡されております。それらの書類が提出後、次回法定期日は平成14年３月

11日に電話会議にて行われることとなっております。

簡単でありますが、現在までの状況について報告をさせていただきました。

以上で行政報告を終わらせていただきます。

議 長 これより行政報告に対する質疑を行います。

なお、報告に対する質疑は、厚岸町議会会議運用内規22にありますとおり、内容

の疑義をただす程度にどめていただきます。

ありませんか。

（な し）

議 長 なければ以上で行政報告を終わります。

議 長 日程第６、日程第７、町政執行方針並びに教育行政執行方針、以上２件を議題と

いたします。

初めに、町長に町政執行方針を求めます。

町長。

町 長 平成14年厚岸町議会第１回定例会の開催に当たり、町政執行に関する私の所信を

申し述べさせていただきます。

私は、21世紀の幕開けの年に当たる昨年７月に、町民の皆様の力強くも温かいご

支持を受けて厚岸町長に就任させていただき、その日からの一日一日を厚岸町のた

め、町民のため全身全霊をもって厚岸町行政の執行に取り組んでまいりました。厚

岸町長として多くの町民の皆さんに接し、町議会議員の皆さんのご指導を受け、町

職員の皆さんともさまざまなテーマで話し合いの場を持ってまいりました。

そのような日々の中で、地方自治は非常に難しい時代を迎えていること、そのこ

とを受けとめつつ、これからの厚岸町を懸命に切り開いていこうとしている人が多

くいることを身をもって感じております。そして厚岸町はもっともっと発展する可

能性を持っているという確信を深めることができましたし、私自身も厚岸町のリー

ダーとして町民の皆さんの先頭に立ち、この重責をしっかりと果たしてまいりたい

との決意を新たにしているところであります。

私は、町長として私の行政理念を実現するために、行政執行の基盤となる財政状

況と職員状況がどのようなのかを検証いたしました。
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まず、財政状況ですが、国の構造改革への迅速な対応の必要もあり、町長就任後、

早々に厚岸町財政改革委員会を立ち上げ、厚岸町財政運営基本方針として、１つの

レールを引いたところであります。そのレールに沿って、今回町長になって初めて

の平成14年度の予算編成を行いましたが、いかんせん歳入の大半を占める地方交付

税が、かくも大幅な減額を余儀なくされることとなると、それに見合う歳出の急激

な削減は困難であり、みずから本年度を始期として、抜本的な行政改革を待ったな

して実施しなければならない状況であると判断せざるを得ません。皆さんも日々の

新聞報道で十分にご承知のとおり、もはや国からの潤沢な財源交付を期待できる状

況ではなく、歳入の減少に見合う歳出構造への改革を進める以外には選択肢はない

ということであります。

そのため、かねてより私が提唱している民間の経営感覚や広く町民の英知を取り

入れた新たな行政改革組織を立ち上げ、抜本的に行政機構と行政サービスのあり方

を検証するとともに、これを契機として地方分権時代に求められる役場と町民の協

働関係を築いてまいりたいと考えております。

次に、職員状況、つまり役場改革と職員の意識改革でありますが、町民への迅速

で適正なサービス対応をすることは、町民主体の行政執行を実現するための大前提

であり、機会あるごとに庁舎内のみならず出先機関や現場に足を運び、多くの職員

にこのことを訴え、議論をしてまいりました。その中から、私なりに思うところは

いろいろございますが、やはり業務量と人員の適正配置や当然ながら適材適所の職

員配置の検証、さらには公平で的確な人事評価制度や職員の資質を向上させるため

の取り組みなどの検討を経た上で、時代の変化と住民ニーズに応じた機構改革によ

る組織改編が必要であると感じております。

そこで、これから機構改革検討委員会を庁舎内に立ち上げ、役場組織の見直しを

実施することにより、多様化する町民ニーズに迅速に対応できる効率的で機能的な

サービス組織機構を構築してまいりたいと考えております。

このように、国も地方も大変な時代に突入し、さまざまな痛みを分かち合わなけ

ればならない状況ではありますが、私はその状況を十分認識しつつも、そのことに

甘んずるつもりはありません。なぜならば、地方自治の原点と到達点は住民の幸福

であります。厚岸町行政の原点と到達点も全く同様であります。

町長選挙のときやさまざまな機会に聞いた町民の皆さんの生活からにじみ出る切
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実な声や町民の将来を思う真剣な声、すばらしいまちづくりのご意見やご指摘を町

政に生かしていくことが、町長としての私の使命であります。首長みずからが現状

を維持することのみに徹し、将来の希望やビジョンや政策を持てない町の町民は不

幸であります。私は、厳しい財政状況は十分に受け入れつつも、町民の希望の芽を

しっかりと守り育てることを念頭に置き、町民の代表である町議会での適切なご指

摘にも意を配しながら、ここに平成14年度予算案を編成をいたしました。

その予算案の中に盛り込んだ各方面にわたる諸施策は、どれをとっても町民の生

活向上に必要不可欠なものであり、これを着実に実施していくため全力を傾注する

所存でございますので、町民の皆さん、そして町議会の皆さんのより一層のご理解

とご支援を賜りますようお願いを申し上げます。

次に、主要な施策の推進について、第４期厚岸町総合計画の５点のまちづくりの

柱に沿って申し上げます。

第１は、自然と調和した快適な環境づくりについてであります。

これからの社会は、食料の安定供給を確保するとともに、自然環境と調和した循

環型社会の構築が大きな課題となっております。また、私たちが健康で文化的な生

活を営み、産業が発展し、豊かに暮らしていくためには、そのベースとなる良好な

自然と住みよい環境を保つことが前提となります。

そのため、本年度ＩＳＯ 14001認証登録の更新を行うとともに、この環境方針の

理念に沿い、これまで行ってまいりました河川、湖沼、海域の水質保全などの公害

対策、厚岸湖、別寒辺牛湿原などの自然環境の保全、ごみの分別収集などの廃棄物

の適正処理、植林などの森林の整備保全といった環境保全対策をトータル的な政策

として推進してまいりますが、一方では、これまでの行政指導の取り組みではなく、

町民のための町民の自主的な参加による取り組みの輪を広げていくことが必要とな

っています。そこで環境にやさしい厚岸を目指し、多くの町民の参加と協力のもと、

資源の循環と人と自然との共生を進め、環境への負荷の少なく持続的な発展のでき

る自立した地域社会を実現すべく、昨年度来検討を進めている厚岸町環境基本条例

（仮称）を制定いたします。

また、本年度も引き続き環境問題に関する講演会を開催するほか、地域における

循環型農林水産業システムを模索研究するため、７月に生態工学会厚岸シンポジウ

ムを開催する予定であります。



- 11 -

さらには、住民の方々が自主的に環境への配慮が行えるよう、エコライフ事業と

して買い物袋持参モニター事業を実施いたします。

廃棄物対策については、町民生活と密接に関係する家庭からの排出ごみの分別の

徹底と減量化を図るよう普及に努め、ごみの資源化を推進するとともに、円滑な収

集と適正処理を行ってまいります。これまで暫定基準が適用されていたダイオキシ

ン類対策特別措置法のごみ焼却施設からの排ガス規制の基準が、本年12月から規制

強化されるのを受け、その対応として昨年度施設の大規模改修を行ったところです

が、適正な運転管理により、有害物質の排出抑制と施設の延命を図るとともに、資

源循環型を基本とした新たな廃棄物処理システムの構築について、引き続き研究検

討を進めてまいります。

また、平成６年度に供用開始した一般廃棄物最終処理場の埋め立て容量が少なく

なり、３年後をめどに第２期分の処理場が必要とされることから、本年度は施設建

設に向けての基本計画を樹立してまいりますし、斎場の屋根外壁などの改修も実施

いたします。

下水道は、河川、湖沼、海域など公共用水域の水質保全及び生活環境の改善や公

衆衛生の向上を図る上で不可欠な施設であり、まちづくりの重要施策として推進強

化しているところであります。本年度は真栄町、住の江町、奔渡町の一部、面積約

６ヘクタールの汚水管整備のほか、港町及び門静地区の雨水排水整備を進めてまい

ります。

次に、水道については、高普及率を迎えた今日、日常生活や産業振興に加え、下

水道の普及など水需要の増加に伴い、断水や減水の少ない安定供給や水質の確保が

より一層厳しく求められております。現状の水道施設は老朽化が進み、施設の一部

改修によって修繕費用が年々上昇しております。また石綿セメント管や老朽管の布

設がえなどの管路網の整備も進めており、厳しい財政状況でありますが、合理的経

営と技術研究を重ね、安定的な供給体制の確保に努めてまいります。

さらに、町民の生活環境にかかわるものとして、土木、都市計画、住宅建設につ

いて申し述べます。

幹線道路については、トライベツ道路、苫多道路の整備を継続するほか、北海道

代行事業により取り組んでいる床潭末広間道路の舗装工事を実施いたします。また、

生活道路では、湾月町、有明町、奔渡町、床潭、港町、住の江町、白浜町、門静、
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尾幌、上尾幌、トイラベツの各地区において、下水道整備の進捗も考慮し、緊急度

の高い路線から整備を取り進めてまいります。

都市計画街路では、厚岸大橋通りの街路照明を整備することにより、湖北商店街

を明るくするとともに、高齢者や障害者に配慮した歩道の拡幅などを継続して整備

いたします。

都市計画事業では、都市計画マスタープランの全体構想の取りまとめ、中心市街

地活性化基本計画の策定、湖南地区土地区画整理事業の導入に向けた基本調査など、

関係機関と連携を図りながら取り進めてまいります。

河川事業では、門静地区の河川改修を引き続き実施するほか、汐見川は昨年度で

調整池整備が終了しましたが、大雨時の冠水対策として早期の効果を得るため、有

明町２番道路の橋梁整備にかかわる調査設計を行います。矢臼別演習場周辺におけ

る河川や厚岸湖への土砂流出防止対策として、トライベツ川の砂防ダム建設工事を

継続実施し、あわせてフッポウシ川砂防ダムの工事用道路とダム本体の建設に着手

します。

住環境の整備では、高齢者などが安心して暮らせる省エネルギーなどの環境への

負荷の低減や健康・快適性に配慮した住宅づくりを推進するとともに、町営住宅宮

園団地６号棟５階建て１棟20戸の建てかえを着工し、梅香団地の屋根外壁を中心と

する外部改修事業も実施いたします。また、町営住宅の建てかえや改修維持保全な

どの総合的な活用計画の位置づけや課題の把握、現況分析を行い、厚岸町全体とし

ての住宅施策の目標や町民ニーズをとらえた計画的な住まいづくりの推進に向けた

住宅マスタープランの策定に取り組んでまいります。

さらに、平成12年度から字名改正事業を本格的に進めておりますが、本年度も地

番修正図の作成作業を中心に事業推進を目指すところであります。

なお、路線バスの維持対策につきましては、町民の足を守る立場から、現行路線

存続を図るべく、バス事業者とも十分協議し、町内交通計画策定も視野に入れた生

活交通確保対策に努めてまいりますし、自然の恵みを利用した健康保養型施設とし

ての「あっけし湯楽プラン」の調査研究や中心市街地活性化対策の中での浴場施設

の位置づけも含め、公衆浴場に対する町民要望の実現に努力してまいります。

第２は、活力に満ちた豊かな産業の育成であります。

まず、農業についてであります。昨年９月、国内で初のＢＳＥ、牛海綿状脳症感
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染牛が発見されました。牛の肉骨粉が感染源とされ、調査が進むにつれ広く利用さ

れている子牛のミルクや配合飼料にも同様の成分が何らかの形で混入したのではな

いかという疑いが持たれるに至り、同じえさを使用してきた町内の酪農家は、ＢＳ

Ｅの発生を恐れ、老廃牛を淘汰できない深刻な状況になっております。

また乳用牛の肉の消費、流通が減少して、屠場が老廃牛を引き取らなくなり、家

畜市場では資源不足にもかかわらず、初妊牛やヌレ子までが価格が下落する連鎖反

応を起こしており、この状況が長引けば経営危機に陥る畜産農家が出る可能性は否

定できません。厚岸町としては、厚岸町ＢＳＥ対策協議会などで町内の意見を取り

まとめ、関係団体と連携し、政府に対して畜産農家の経営的損失を完全に補償する

よう強く求めてまいります。

さらに、牛肉の安全性をより確かなものにする国や北海道の施策を積極的に支援

し、消費者の信頼を取り戻す努力を続けてまいりますし、厚岸町の農家でＢＳＥが

発生した場合の緊急管理体制の確立を急ぐことといたします。

厚岸町の酪農業は、多頭化と離農が同居する構造が続いております。そこに経済

効率最優先のツケとしてＢＳＥ問題が惹起してきたわけですが、これを契機に、経

営形態、土づくり、草づくりを含めて牛の飼養管理のあり方等の理念や基本につい

て議論することが重要な課題になっていると考えておりますし、それを念頭に置き

ながら、個別の政策課題に取り組んでいく所存であります。

農家の所得補償対策では、中山間地域等直接支払制度に基づく交付金の交付事業

を引き続き実施しながら、集落の共同取り組み活動が一般住民の要請にもこたえら

れる充実した内容となるよう指導を強めてまいります。

いわゆる家畜排泄物法の趣旨に基づく対策については、厚岸町家畜排泄物利用促

進計画に基づき、新たに厚岸東部地区畜産基盤再編総合整備事業として、別寒辺牛、

茶内原野、トライベツ地区の糞尿処理利活用施設の整備を支援し、補助つきリース

事業での整備とあわせ本年度末の整備水準を60％台に乗せたいと考えております。

地域支援システムの充実強化に向けては、引き続き太田地区において防衛施設周

辺整備事業により、農作業機械の導入を支援するとともに、乳牛検定組合及び酪農

ヘルパー利用組合への助成については、中山間等直接支払交付金との負担の調整を

図ったところであります。その他、子牛の保育など新たな支援システムの導入につ

いても関係機関と可能性を検討してまいる所存であります。
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担い手対策としては、今年度１戸の新規就農が予定されており、これが円滑に入

植できるよう既存の制度の中で最大限の支援を行うべく、必要な予算を措置したと

ころであります。また、経営パートナーの確保を展望した研修生・実習生の募集で

は、釧路太田農業協同組合のインターネットを活用した活動が大きな成果を上げ、

地域の活性化にも貢献しております。関係機関との連携をさらに強め、農業外から

の意欲ある人材の積極的な掘り起こしを支援してまいります。

町内両農業協同組合の合併については、合併検討委員会の議論がいま一つ進展し

ていない感がありますが、当事者間で一定の条件が整い次第、時期を見て厚岸町と

しても協議に加わってまいりたいと考えております。

農業基盤整備につきましては、尾幌地区において、道営担い手育成草地整備改良

事業を継続、太田・片無去地区においては、道営公共牧場整備事業が道路、堆肥舎

の整備をもって完了するほか、畜産基盤再編総合整備事業を継続、また農道整備は、

太田・片無去地区の４路線の整備を継続することにしております。

次に、林業施策について申し上げます。

森林に対する地域住民の要望は、これまでの木材の生産機能から水源の涵養、国

土や自然環境の保全、地球温暖化の防止、レクリエーションや教育の場としての利

用など多面にわたる機能の発揮へと多様化しており、厚岸町においても町民生活の

安定を図るため、将来にわたって適正な森林の整備と保全を進めることが必要であ

ります。昨年、森林・林業基本法が制定され、森林の有する多面的機能の発揮と林

業の持続的かつ健全な発展を基本理念として、森林の適正な整備・保存などを主体

とした施策の方向が示されました。この理念や施策の基本方針を具体化するために、

厚岸町においても市町村森林計画を樹立し、森林を重視すべき機能に応じた３つの

タイプに区分指定して、地域の実情に即した森づくりを進めてまいります。

町有林については、公益的機能を持続的かつ有効に発揮するよう、引き続き取得

した隣地を中心に森林整備を図ってまいります。

一般民有林においては、生産性の低迷が続く中、間伐など森林整備のおくれが顕

著であることから、国の各種制度の活用や昨年度から実施している21世紀北の森づ

くり推進事業や民有林振興対策事業などの施策を森林組合と連携のもとに実施し、

計画的かつ一体的な森林施業を推進してまいります。

河川流域私有林の未立木地など粗悪な林地の公益的機能の増進を図る目的で実施
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している公的森林整備推進事業を本年度も継続実施するほか、町民に対して自然環

境の保全や生活を支える森づくりの必要性を普及することを目的とした町民の森造

成植樹祭を開催し、多様な広葉樹林の造成を進めるなど、森林は私たちが生活する

上でなくてはならない大切な社会資本であることを啓発するとともに、積極的に整

備・保全を進めてまいります。

急傾斜地の山地を背後に抱える奔渡町地区の山地崩壊や土砂流出などの防災対策

のため、道有林管理センターと連携し、治山事業を実施することによって山地災害

の防止と復旧に努めてまいります。

また、町有林の適正管理を図るため、平成９年から実施してきた奥別寒辺牛林道

は、本年度をもって完成いたします。

エゾシカによる農林業被害の対策として、個体数管理事業や残滓の回収も引き続

き取り組んでまいります。

きのこ菌床センターの運営に当たっては、菌床製造コストの削減に努めるととも

に、生産者の経営構造改革を支援するため、国の補助を受けて必要な施設を整備し、

新たな品種などの栽培に先導的な役割を果たしていく所存であります。

次に、水産業についてであります。

近年は、周辺海域の資源減少に加え、輸入水産物との競合、漁価安や食品衛生管

理強化の要請などあらゆる分野が課題を抱え、体制の見直しを迫られております。

こうした中、これまでの水産政策を抜本的に見直し、水産物の安定供給の確保及び

水産業の健全な発展を基本理念とし、わが国周辺水域での資源の適切な保護管理と

持続的利用を基本とする水産基本法が昨年制定されたところであります。また北海

道においても、本年度、水産業振興条例の制定が予定されております。

厚岸町といたしましても、水産業界ともども地域で抱える諸課題を解決するため、

国や北海道に対して要請してまいりますとともに、厚岸漁業協同組合と連携を密に

し、多様な事業を展開してまいります。とりわけ沿岸漁業の振興策では、地域水産

物供給基盤整備事業によるホッキの地先型増殖場造成を初めとして、昆布漁場改良

事業やヒトデ駆除、ニシン中間育成試験などの事業に取り組んでまいりますし、釧

路海域での広域的なヒトデ駆除事業の実現に向けた生息分布調査を実施するととも

に、厚岸湖内の漁場環境モニタリングの本格的な実施による連続した水質データを

漁業者などに提供できるよう取り組んでまいります。
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カキ種苗センターにおけるカキの種苗生産についてでありますが、試験研究期間

の３年を終え、４年目の本年度からは運営体制を見直し、陸上種苗生産と海面中間

育成などを厚岸町と厚岸漁業協同組合が役割分担し、種苗生産と調査研究の体制を

強化し、有料で種苗を配布するとともに、植物性プランクトンの培養技術とシング

ルシードカキ養殖技術の向上を目指しながら、カキ養殖業者の振興を図ってまいり

ます。

オオウヨウラクガイやエゾチヂミボラなどの肉食性巻き貝によるカキ養殖などへ

の被害対策につきましては、釧路水産試験場や釧路地区水産技術普及指導所などの

指導研究機関の協力を得ながら、被害の実態と分布、密度の把握をして、駆除方法

の確立などを厚岸漁業協同組合と連携して取り組んでまいります。

さらに、近年消費者の食品全般に対する安全性の意識が高まる中、厚岸町といた

しましても、関係団体と連携し、新たな水産物の食品衛生管理システム、いわゆる

地域ハサップを構築し、安全な水産物の供給を支援してまいりたいと考えておりま

す。

次に、漁港の整備ですが、第１種床潭漁港につきましては、地域水産物供給基盤

整備事業よる漁港の東側外防波堤整備、西防波堤補修工事の実施が予定されており

ますし、第３種厚岸漁港につきましても、本年度より始まる直轄特定漁港漁場整備

事業により、引き続き湖北地区の岸壁補修、泊地浚せつ、湖南地区船揚場の補修が

予定されております。これら漁港は、それぞれの長期計画に基づき、次年度以降も

漁港機能の充実、沿岸増養殖漁業の振興と地域の活性化につながる漁港づくりを目

指して実施されていくもので、関係機関と連携を図りながら、早期完成に努めてま

いります。

海岸保全事業につきましては、各地域の海岸浸食等の状況の把握に努め、第６次

海岸整備７カ年計画の未施行箇所の整備を促進するとともに、緊急度の高い海岸に

ついて北海道の各単独事業での実施を強く要望してまいります。

次に、商工と観光についてであります。

商工業の振興は、企業、事業者の時代に即応した経営戦略が大きく影響するだけ

に、経営体質の強化に向けた支援体制として、国や北海道の支援制度の利活用の促

進、商工会や関係団体との連携強化による経営基盤の強化を図っていく必要があり

ます。この支援策として、中小企業融資制度、小規模商工業者設備近代化資金貸付
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制度、工業等振興条例に基づく優遇措置の活用など、施策の適正な運用を進めると

ともに、国等の支援制度の活用を一体的に促進してまいります。

中心市街地活性化事業に関する商業の集積や活性化は、町の計画と商工会やＴＭ

Ｏの構想との整合性が図られるよう相互の連携を強め、構想の具体化を目指します。

雇用対策については、直接なかかわり方ができない中で、緊急地域雇用対策事業

の適正な展開や相談、支援業務、釧路職業安定所の求人情報の提供など従来からの

施策の充実を図ってまいります。

さらに、企業内職業訓練、冬期技能講習、外国人研修受け入れの支援充実に努め

てまいります。

観光振興につきましては、観光客受け入れの施設整備として待望されております

子野日公園駐車場のトイレを整備いたします。また観光資源の桜やアヤメの保護育

成に、観光協会を初め関係団体の皆さんとの連携を強めてまいります。

湿原ノロッコ号や周遊定期観光バスの運行受け入れ・協力を図るほか、釧路空港

の国際化、ＪＲ花咲沿線との連携を含め、近隣市町村と連携した広域的観光資源の

展開に努めてまいります。

味覚ターミナル・コンキリエは、多額の累積赤字を解消できる見通しの中で、真

の意味で再スタート元年と言えます。これまで果たしてきた情報の発信、交流のア

ンテナショプ機能を十分に生かしながら、健全経営と町外からの人的交流の誘導役

として、さらに貢献できるよう努めてまいります。

第３は、健やかな笑顔あふれるきずなの形成であります。

住みなれた地域で、健やかに健康で生きがいを持ち、そして自立して暮らすこと

は、町民みんなの願いであり、保健・医療・福祉のサービスが結びついたさまざま

な事業を展開してまいります。とりわけ本年度は国が進める健やか親子健康日本21

計画の厚岸町計画を策定し、各課及び関係機関との連携のもとに、すべての町民の

健康を目指して生活の基盤となる健康づくりの取り組みをスタートしてまいります。

また高齢者の生きがい対策としては、介護予防や自立者支援活動などに積極的に

取り組む一方、新たに湖南地区に在宅介護支援センターや介護相談員を設置し、保

健、福祉の各分野にわたる相談に総合的に対応できる体制づくりに努めてまいりま

す。

児童福祉対策では、少子化に伴う子育てを支援する子育て支援センターの設置や、
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子供の心の健康づくり事業の実施により、子供の人権を守る体制整備を進めるとと

もに、児童の減少に対応した乳幼児や児童の健やかな成長を促し、心身に障害のあ

る児童を支援する政策を実施いたします。また、そのための環境整備に努めるほか、

児童福祉施設の充実対策として、本年度厚岸保育所の園庭を整備いたします。

次に、介護保険についてでありますが、介護保険会計と介護サービス事業計画の

２つの特別会計の円滑な運営を図りますが、とりわけ介護サービス施設につきまし

ては、老朽化したボイラー給水設備改修や車いす式の入浴装置の更新を行い、より

一層の利用者本位のサービスの実施と介護サービス事業会計の健全化に努めてまい

ります。

なお、介護保険制度については、平成14年において保険料、サービス供給量の見

直しの時期となり、町民を初めとする利用者等の意見を取り入れた高齢者保健福祉

及び介護保険事業計画の策定を行い、より公平で利用しやすい制度づくりに努力し

てまいります。

また、国民年金につきましては、老後の安心だけでなく障害基礎年金や遺族基礎

年金など現役世代にとっても心強い保障制度であり、引き続き町民の皆さんに年金

制度に対する正しい理解を一層深めていただくとともに、平成14年から保険料の納

付先が町から国になるなど、国と地方の事務分担が一部変わりますが、さらに年金

相談などの充実に努めてまいります。

国民健康保険会計は、国民の医療を支える制度として重要な役割を果たしており

ますが、近年の医療費の増高は著しいものがあり、医療保険制度の安定化に向け引

け続き抜本的対策を国に要望してまいりますし、老人保健会計ともども健全かつ適

正な事業運営に努めてまいります。

病院事業会計でありますが、町立厚岸病院は、ますます進む少子高齢化、医療技

術の進歩、町民の医療ニーズの多様化の中で、地域の中核病院として高度医療・救

急医療等医療サービスの向上に努め、信頼される病院づくりに力を注いでまいりま

した。本年も著しく進歩する医療技術や患者ニーズにこたえるため、医師及び医療

技術員の確保に全力を尽くし、診療体制の充実を図るとともに、管内の高次機能病

院、関係医科大学病院、近隣の診療所との医療関係機関の病診連携を取り進め、町

民の要望にこたえ得る質の高い病院づくりに努めてまいります。

医療を取り巻く環境は年々厳しさを増し、特に平成14年度に行われる医療制度改
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革の１つとしての診療報酬改定等は、病院経営にとっては非常に厳しいものであり、

まさに未曾有の多難な時期を迎えようとしていますが、町民の期待にこたえるべく

職員一丸となって一層の病院経営の健全化に努めてまいります。

第４は、心豊かで生きがいに満ちた人づくりについてであります。

次代を担う子供たちが、自分たちの将来に大いなる夢と希望を持って健全に育っ

ているかどうかは、その町全体のバロメーターであり、子供たちが伸び伸びと学び

遊べる環境づくりは、何よりも重要な行政の使命であります。私も未来を開く創造

性豊かな人づくりを町民の皆さんに約束したゆえんでもあります。

そこで教育行政についてですが、私の関係する事項について申し上げますと、昨

年度は町内すべての小中学校からインターネットにアクセスできるようコンピュー

ターを各学校に配置するとともに、本年度から実施される新学習指導要領に対応で

きる教育環境の整備に全力を傾注するほか、奨学基金の活用や小中学校の理科教材

の整備、そして老朽化著しい僻地教育住宅の建てかえ事業や厚静小学校のトイレ改

修を実施いたします。また、真龍小学校を初めとする老朽校舎の改築改修計画を教

育委員会と引き続き協議、検討してまいります。

次に、本年度から実施される完全学校週５日制に対応し、郷土学習を奨励するた

め、海事記念館、郷土館、太田屯田開拓記念館の高校生まで入館料の無料を図りま

すし、それらの内部設備整備も充実させてまいります。

また、生涯学習や社会体育分野での町民参加による積極的な活動や情報館活動を

促すともに、中央公民館末広分館の改修、郷土資料収蔵庫の建設、学校給食センタ

ーの設備整備を実施してまいります。

さらに、不安定な世相を反映した若年世代の社会性の欠如などによる異常な事件

の報道に接するたびに、厚岸町でも近年の教育のあり方などを教育委員会を中心に

各家庭を含む地域ぐるみで議論をし、教育委員会と綿密な連携のもと、しかるべき

教育環境づくりを模索する必要があるのではないかと考えております。

第５は、ふれあいと創意で歩む地域社会づくりであります。

まず、行政全般についてであります。

住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るため、昨年度から整備を進めてお

ります住民基本台帳ネットワークシステムが本年８月から一次稼働し、住民票コー

ドの住民票への記載や都道府県への本人確認情報の通知が開始されますが、引き続
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き平成15年８月からの二次稼働に向けた整備を進めてまいりますとともに、住民基

本台帳カード、ＩＣカードの独自利用についても検討してまいります。

また、地方分権の進展により自治体は独自性を発揮した柔軟かつ効率的な行政運

営が求められておりますが、自治体職員には活力ある個性豊かな地域づくりを進め

るための政策を開発していく能力が求められており、総合的行政能力の向上と国際

的視野、見識を持った人材を養成するための外国派遣研修など、職員研修の充実を

図り、職員の能力開発、意識改革に努めてまいります。

次に、本年度の財政運営でありますが、予算編成の段階で種々情報を分析した結

果、昭和26年度に地方財政計画制度が始まって以来、史上初めて計画規模が 1.9％

のマイナスとなり、財政運営のかぎを握る地方交付税総額の伸び率が 5.0％のマイ

ナスだった昨年度に引き続き、本年度も 4.0％の減額となり、厚岸町の交付ベース

では平成12年度に実施した国勢調査による人口減や段階補正、事業費補正の見直し

などの特殊要因を加えると決定的な歳入不足が生じ、その補填財源として、多額の

基金繰入金をもって平成14年度予算案の収支均衡を図ったものですが、当初予算編

成のみならず、年度を通しての補正財源も皆無に等しく、その運営がかなりの困難

を余儀なくされることが想定されております。

冒頭でも触れましたとおり、今後ますます国からの歳入財源が厳しくなる状況の

中で、昨年度に策定した厚岸町財政運営基本方針の遂行を初め、もろもろの行財政

構造の改革や市町村合併の研究などを避けて通れないわけですが、同時に本年度早

々に実施を予定しているまちづくりの懇談会や今後の導入を検討している行政評価

制度などを介して、町が保有する情報の公開と共有に努め、行政と町民が同一レベ

ルで町のあるべき姿を語り合える環境をつくり、総合計画の目標と町民の皆さんの

要望の実現に向けて、これまで以上に町民がさまざまな分野で容易に参加できる仕

組みを検討する必要があるものと考えております。

以上、平成14年度の町政を執行するに当たっての基本姿勢と将来のまちづくりを

見据えた主要な施策を重点的に抽出して述べました。

国は、昨年度に決定したいわゆる骨太の方針に基づき、本年度予算においても公

共事業の10％削減を初めとして、さまざまな分野にわたって制度改革を断行してお

りますし、この４月からはペイオフも実施されます。油断のできない時代でありま

す。変化が余りにも急激で、迅速かつ臨機応変に対応しなければ後手に回ります。
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また、既に平成15年度実施に向けて抜本的な税制改革に着手しております。これ

はある意味では地方財政基盤を立て直す好機にもなりますので、それらの動向をし

っかりと見据えて、主権者としての国民と最も直接に接する地方公共団体として、

その税配分のあり方を国に訴えていく覚悟でおりますし、そのためのリーダーシッ

プを発揮してまいる所存であります。

本年度は行政を取り巻く環境が確かに厳しい状況でありますが、まちづくりの主

人公である町民の英知と努力を結集すれば、必ずやこれからの厚岸町を輝かしい方

向へと導くことができるものと確信するところでありますし、私はその先頭に立ち、

全力をもって取り組んでまいる決意であります。

町議会議員の皆さんを初め、町民の皆さんの深いご理解と温かいご協力を重ねて

申し上げ、私の所信表明といたします。

議 長 次に、教育長に教育行政執行方針を求めます。

教育長。

教 育 長 平成14年厚岸町議会第１回定例会の開催に当たり、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。

地域社会の明るい未来を切り開いていくその担い手は、まさしく人であり、人材

育成及び教育は、国においても重点的に推進すべき分野として位置づけられており

ます。わが国では昨年の国会で教育改革６法案が成立するなど、これからの時代に

即応できる創造性や豊かな人間性に富んだ多様な人材の育成を目的とする教育改革

が推進されてきております。本年４月から小中学校において、完全学校週５日制の

もとで、新学習指導要領が全面実施となりますが、子供たちに基礎、基本を確実に

身につけさせ、みずから学び、みずから考える力をはぐくみ、確かな学力を育成す

ることは、教育改革の眼目の１つであるとされており、各学校における創意工夫を

凝らした取り組みに大きな期待が寄せられております。

このような教育改革の流れを的確に把握しながら、地域や児童生徒の実態に即し

た活力ある学校経営の確立に向け一層努力し、生涯学習の基礎を培う学校教育と社

会教育を推進して、町民の皆様の期待にこたえ得る教育行政を進めてまいります。

以下、本年度の主要な施策についてその概要を申し上げます。

第１は、学校教育の充実についてであります。

完全学校週５日制の実施に伴い、創意工夫を生かした教育課程を編成し、ゆとり
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の中で特色ある教育が展開され、児童生徒に生きる力をはぐくむことが何より求め

られます。学校教育におきましては、児童生徒の心を耕し、生きる力を育成する学

校経営を家庭や地域と推進するために、次の３点を重点に取り組んでまいります。

その１つは、完全学校週５日制への対応についてであります。学校５日制の実施

は、みずから学ぶ意欲と主体的に判断し行動できる資質や能力を、学校、家庭、地

域が力を合わせて育てることにあります。したがって、家庭及び地域社会を発展の

場、補完する場としてとらえ、子供が主体的に使うことができる時間を確保したり、

遊び、自然体験、社会体験、生活体験等の機会と場をふやすよう努めてまいります。

２つ目は、公開と外部評価による学校経営の充実であります。

経営の理念や教育の内容、方法等を広く公開し、保護者や地域の知恵と財産を生

かした取り組みの充実を図ってまいります。特に研究指定校においては、その公開

において、広く保護者や地域住民に研究の成果を発表したり、成果に対する外部か

らの評価を得るなどの取り組みを充実させてまいります。

また、学校運営について、校長が地域の意見を聞くための学校評議員制度の導入

を目指して、本年度はモデル校による試行に取り組んでまいります。

３つ目は、豊かな心の育成についてであります。

児童生徒を取り巻く環境の変化は自立のおくれ、社会性の不足を生じ、人と人と

の関係づくりやコミュニケーションが何より求められるところであります。あいさ

つや声かけ運動など、保護者や地域の方々との交流や学校交流の促進を図り、児童

生徒間の温かなコミュニケーションを充実させてまいります。

以上を重点として、初めに教育課程の編成について申し上げます。

児童生徒がわかる喜びを味わい、基礎的、基本的な内容や技能を身につけるよう

少人数指導や協力教授、チームティーチングなど指導の工夫に努めてまいります。

また横断的、総合的な学習や地域を生かした学習を視野に入れた取り組みが実践さ

れるよう指定校を設け、先導的な研究に当たるなど充実を図ってまいります。

次に、豊かな心をはぐくむ教育についてであります。

児童生徒によりよい人間性や社会性を育てるため、特に道徳の時間の時数を確保

し、児童生徒の心に響く指導を充実してまいります。

生徒指導につきましては、生徒の相談窓口であるスクールカウンセラーを本年度

新たに配置し、心の教室相談員の活用も図ってまいります。また生徒指導関係機関
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と連携を図り、児童生徒の自己指導力をはぐくむよう指導を充実してまいります。

また育成センターの相談活動につきましては、昨年に引き続き教育委員会事務所

と本の森情報館での移動相談室により、来所相談に対応してまいります。

次に、総合的な学習の時間についてであります。

この時間は、環境や福祉、国際理解などの今日的な内容を含め、児童生徒がみず

からの課題を持って横断的、総合的に学習する時間であり、本町の自然環境や社会

環境、各学校の実態に応じた特色ある学習が展開されるよう活動費の助成や児童生

徒の送迎などに配慮してまいります。

僻地複式教育では、児童生徒がより大きな集団で子供同士のかかわりの中から、

みずからの力で社会性を培っていくよう、大規模校との交流による学習を拡充して

まいります。

次に、特殊教育についてであります。本年度は11学級18名の在籍となります。子

供一人一人の能力や可能性が最大限に発揮され、社会参加と自立が可能となるよう

設置校への環境整備や人的配置に十分配慮してまいります。

次に、教職員の研修についてであります。完全学校週５日制の実施により、教育

内容が厳選され、子供たちの実態に応じて内容や方法を工夫し、質を高めることが

強く求められております。校内研修は教員の資質向上に最も身近で効果的な機会で

あり、指導室の訪問などを通して活性化、充実に努めてまいります。

また、平成13年度に設置されたコンピューターの活用では、授業への積極的な活

用が図られるよう町立教育研究所と連携し、実技研修講座等の充実に努めます。

体育・健康に関する指導については、性に関する指導や喫煙、薬物乱用、生活習

慣病の兆候等の問題など、低年齢化する児童生徒の諸問題の指導の充実を図るため、

健やか親子健康日本21の厚岸町計画と連動し、一人一人が主体的に健康づくりに取

り組む教育活動を促進するよう努めてまいります。

また、未来の宝である児童生徒の尊い命が失われることのないよう、児童生徒へ

の安全教育を進めるとともに、学校内外の安全対策に、家庭、地域及び関係機関と

も十分連携をとり万全を期してまいります。

学校給食は、集団での食事体験を通じ、子供の心と体の健全な発達と食生活を豊

かにすることが求められております。このため安全性の高い食材料の選択、栄養バ

ランス、可能な限りの地場産品の利用及び献立の工夫によるおいしい給食づくりに
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配意するとともに、望ましい食習慣による健康づくりのため、学校、家庭との連携

に努めてまいります。また食中毒防止のため、食材料や施設設備の衛生管理に万全

を期してまいります。

なお、給食費につきましては、食材料費に大きな変動がないことから、前年度と

同額といたします。

次に、学校教育施設・設備の整備についてであります。施設の整備充実のため、

今年度は厚静小学校の職員トイレの改修を図るほか、各学校施設の補修整備に努め

るとともに、新学習指導要領に対応できるよう引き続き理科教育備品や各種教材の

整備を進めてまいります。また、老朽化が進んでいる真龍小学校などの改修に向け

ては、町長部局と引き続き協議の上、取り組んでまいります。

教職員住宅の改修につきましては、僻地補助住宅１戸と公立学校共済組合住宅２

戸の建てかえを行うほか、営繕についても可能な限り実施し、住環境の改善に努力

してまいります。

学校徴収金にかかる父母負担の軽減につきましては、本年度も一人当たり前年度

と同額の父母負担軽減費を引き続き学校配当予算に組み込んでおります。

また、私立幼稚園の就園児保護者に対する所得に応じた一部助成と幼稚園の運営

費補助についても継続いたします。

第２は、社会教育の推進についてであります。

国際化や情報通信技術が飛躍的に進展するなど、生活環境が著しく変化する中に

あって、生涯学習はみずから考え、自主的に判断し、行動する生きる力と、みずか

らを律しつつ他人を思いやる豊かな心を育成することが大切であり、人々が生涯の

あらゆる時期に自発的に学ぶことができる体制の整備が必要であります。そのため

にも厚岸町生涯学習推進計画に基づき、町民の学習機会の拡充や学習情報の提供、

学習指導体制の充実に努めてまいります。

近年、大人社会の問題と相まって、青少年の意識や価値観の変化などの影響もあ

り、青少年の憂うべき凶悪犯罪や非行などが多発しております。私たち大人が若者

や子供たちとの会話を通し、規範意識や豊かな心をはぐくむ運動を家庭・学校・地

域・団体・行政それぞれが役割を再認識し、相互に綿密な連携を図りながら推進す

ることが必要であり、その先駆けとして、地域で進める「あいさつ・声かけ運動」

を展開してまいります。
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少年教育につきましては、本年度から完全学校週５日制が実施されますが、学校

外でのさまざまな体験が子供たちの生きる力をはぐくむ重要なかぎとされています。

このため、体験学習の拠点施設である道立厚岸少年自然の家や情報館など町内各施

設の積極的な利活用を促してまいります。また、本年度から海事記念館、郷土館、

太田屯田開拓記念館への入場料を高校生まで無料化し、児童生徒の自発的な学習の

場としての利用促進を図ります。このほか自主性や社会性、創造性に富んだ少年を

育成するために小中学生を対象とする各種事業を可能な限り土曜日に開催したり、

それらを毎月一覧にして提供するなど、事業への参加を奨励してまいります。

本年度は、友好都市山形県村山市から子供交流事業のため小学校高学年児童が来

町し、スポーツなどの交流が行われることになっており、町内の子供たちと深い友

好のきずなを築けるように取り組んでまいります。

青年教育につきましては、近年青年の生活行動は個人志向の傾向が強く、集団活

動の成立が難しくなってきております。このため同じ目的や興味、関心を持った仲

間同士による交流機会を提供したり、青年活動のリーダー発掘や養成に努めてまい

ります。また、青年の多様な学習ニーズに対応するため情報を提供したり、各種の

学習機会を設けて、個人学習の充実にも努めてまいります。

女性教育につきましては、時代の進展とともに女性のライフスタイルが変化し、

就業やボランティア活動など社会参加への意欲が高まっております。家庭、地域の

教育力向上や多様化する学習ニーズにこたえるため、関係機関や団体との連携のも

と、学習機会の提供に努め、一人一人の学習活動への支援や団体、グループの育成

に努めます。

また、男女共同参画社会実現のため、女性の各種審議会や委員会への積極的な登

用を図るとともに、ボランティア活動などの地域活動への参加を促してまいります。

成人教育につきましては、成人の多様化、高度化する学習ニーズに対応した学習

機会を提供するため、高等教育機関などのネットワークや社会通信教育の奨励に努

め、あわせて関係機関、団体との連携による学習情報提供や指導者の発掘と養成を

図り、成人教育の振興に努めてまいります。

本の森情報館は、昨年パソコン機器を一新し、情報館分館及び移動図書館バスを

含めてさらに図書館サービスの充実が図られており、町民の生涯学習の中核施設と

して多くの町民の方々に有効利用されております。町民からの要望が高いＩＴ講習
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につきましても、継続して実施するとともに、町内小中学校のパソコン整備に伴う

インターネットの管理センターとしての役割も担い、情報館が名実ともに町の情報

発信基地となるよう努めてまいります。

さらに、完全学校週５日制に対応して、土曜日に子供たちを対象に絵本や紙芝居

の読み聞かせを新たに行うなど、一層充実した業務展開に努めてまいります。

文化活動につきましては、芸術・文化の創造と発表や鑑賞の機会の拡充を図るた

め、町民文化祭の開催や道民芸術祭の共催などの事業を充実するとともに、他町村

や友好都市との広域的な文化交流の推進に努め、文化団体との連携を図りながら、

各種文化サークルの育成と自主的な芸術文化活動を支援し、その振興に努めてまい

ります。

文化財の保護につきましては、先人の残した貴重な歴史的な遺産に対する理解を

深めるとともに、私たちの誇りとして次の世代に伝えていくという重要な使命があ

ります。このため既存施設の郷土館、海事記念館、太田屯田開拓記念館の郷土資料

の整理、整とん、保管のための新たな収蔵庫の建設と３館の内部設備の充実を図る

とともに、各館の相互補完・連携による特別展等の開催をして、文化財保護意識の

高揚と普及に努めてまいります。

また、海事記念館のプラネタリウムソフト制作につきましては、計画性を持って

四季ごとのソフトの自主制作に当たってまいります。

国指定の史跡、国泰寺跡の保存整備につきましては、既に発掘調査は終了し、今

後は利活用等の研究に取り組んでまいります。また、国指定重要文化財の正行寺本

堂及び道指定有形文化財、太田屯田兵屋の防火及び保全に努めるとともに、町指定

無形文化財、厚岸かぐらにつきましては、伝承支援校における活動の促進を図って

まいります。

史跡・天然記念物につきましては、埋蔵文化財包蔵地内の開発行為等による破壊

防止のための巡視の実施や案内板の設置による周知等、その保全と活用に努めてま

いります。

さらに、厚岸湖周辺におけるアッケシソウの学術総合調査を引き続き行い、保護

保全に努め、高層湿原につきましても、これまで実施した総合調査をもとに、今後

も関係機関と協議及び保護活用の研究を進め、早期の天然記念物化に向けて取り組

んでまいります。
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第３は、スポーツの振興についてであります。

スポーツは健康の保持増進や体力の向上を図るとともに、家庭や地域のきずなを

深め、明るく豊かで活力に満ちた社会の形成に大きな役割を果たしております。こ

のため、完全学校週５日制の実施も視野に入れ、町民が主体的に仲間との交流や自

身の健康づくりを図り、心豊かに健康に過ごすことのできるスポーツ環境を整備す

ることが必要であります。本年度におきましても、引き続き現有施設の整備、有効

活用と安全管理の徹底を図り、昨年に実施したスポーツ統計調査も参考にして、各

種スポーツ大会、教室の開催を初め、各スポーツ団体の育成支援や、スポーツ指導

者の育成など、広く生涯スポーツの振興に取り組んでまいります。

以上、平成14年度の教育行政の執行に関する方針を申し述べましたが、教育委員

会といたしましては、町民の皆様の負託にこたえるため、町を初め学校、関係機関

と綿密な連携を図りながら、本町の教育・文化の振興に最善の努力をしてまいりた

いと考えております。

町議会、町理事者及び町民の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げます。

議 長 以上で町政執行方針並びに教育行政執行方針を終わります。

議 長 日程第８、例月出納検査報告を議題といたします。

今般、監査委員より別紙のとおりの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。

議 長 日程第９、認定第３号 平成12年度厚岸町一般会計歳入歳出決算の認定について

から認定第10号 平成12年度厚岸町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてまで、以上８件を一括議題といたします。

本８件の審査については、平成13年12月12日開催の町議会第４回定例会において

平成12年度各会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託し審査を求めていたと

ころ、今般審査結果の報告が委員長からなされております。

委員長からの報告を求めます。

９番、木村委員長。

９ 番 ただいま上程されました認定第３号 平成12年度厚岸町一般会計歳入歳出決算の

認定についてなど８件の審査の結果をご報告いたします。



- 28 -

平成13年12月12日開催の町議会第４回定例会において、本委員会に付託されまし

た８件の決算審査につきましては、去る１月25日、本委員会を開催し、理事者から

詳細な説明を受け、かつ各委員の活発な質疑を行い、慎重に審査の結果、いずれも

認定すべきものと決定いたしましたので、ここにご報告を申し上げます。

以上、審査報告といたします。

まず、認定第３号についてお諮りいたします。

議 長 委員長の報告は認定であります。

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）

ご異議なしと認めます。

議 長 よって、認定第３号 平成12年度厚岸町一般会計歳入歳出決算の認定については

原案のとおり認定されました。

次に、認定第４号についてお諮りいたします。

議 長 委員長の報告は認定であります。

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）

ご異議なしと認めます。

議 長 よって、認定第４号 平成12年度厚岸町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定については原案のとおり認定されました。

次に、認定第５号についてお諮りいたします。

議 長 委員長の報告は認定であります。

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）

ご異議なしと認めます。

議 長 よって、認定第５号 平成12年度厚岸町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定については原案のとおり認定されました。

次に、認定第６号についてお諮りいたします。
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議 長 委員長の報告は認定であります。

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）

ご異議なしと認めます。

議 長 よって、認定第６号 平成12年度厚岸町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定に

ついては原案のとおり認定されました。

次に、認定第７号についてお諮りいたします。

議 長 委員長の報告は認定であります。

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）

ご異議なしと認めます。

議 長 よって、認定第７号 平成12年度厚岸町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

については原案のとおり認定されました。

次に、認定第８号についてお諮りいたします。

議 長 委員長の報告は認定であります。

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）

ご異議なしと認めます。

議 長 よって、認定第８号 平成12年度厚岸町きのこ菌床センター事業特別会計歳入歳

出決算の認定については原案のとおり認定されました。

次に、認定第９号についてお諮りいたします。

議 長 委員長の報告は認定であります。

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）

ご異議なしと認めます。

議 長 よって、認定第９号 平成12年度厚岸町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に
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ついては原案のとおり認定されました。

次に、認定第10号についてお諮りいたします。

議 長 委員長の報告は認定であります。

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）

ご異議なしと認めます。

議 長 よって、認定第10号 平成12年度厚岸町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算

の認定については原案のとおり認定されました。

日程第10、陳情第１号 難病等の対策の充実を求める陳情書を議題といたしま

議 長 す。

職員の朗読を行います。

議事係長 職員の朗読 （朗読内容省略）

議 長 お諮りいたします。

本陳情については急を要するため委員会付託を省略し、本会議で審査いたしたい

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 ご異議なしと認めます。

よって、本陳情については委員会付託を省略し、本会議で審査することに決定し

ました。

これより質疑を行います。

ありませんか。

（な し）

議 長 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、本陳情を採択することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長 ご異議なしと認めます。

よって、本陳情は採択することに決定いたしました。
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議 長 日程第11、意見書案第１号 「捕鯨の早期再開」を求める要望意見書を議題とい

たします。

職員の朗読を行います。

議事係長 職員の朗読 （朗読内容省略）

議 長 提出者であります稲井議員に提案理由の説明を求めます。

１番、稲井議員。

１ 番 ただい上程いただきました意見書案第１号 「捕鯨の早期再開」を求める要望意

見書について、その提案理由を申し上げます。

皆様既にご存じのとおり、厚岸町には昭和45年までの間、クジラの加工場があり、

本町沿岸でとれたクジラの処理を行っていました。また古くは姉妹都市クラレンス

のあるオーストラリア・タスマニアから捕鯨船が本町沿岸までクジラをとりにきて

おりました。このように厚岸町は捕鯨と深いつながりがあることから、捕鯨を守る

全国自治体連絡協議会の会員となっておるところであります。

このたび意見書を提出する理由は、捕鯨禁止の結果、ミンククジラなど鯨類はふ

えており、その鯨類が大量のサンマ、イワシなどの魚類を食べていることが国の調

査で判明し、わが国の沿岸漁業、ひいては本町においても悪影響が心配され、また

地球人口の増加に伴う食料確保の面から、安定的に鯨を含めて漁業資源の確保が必

要と考えるものであります。

このようなことから、５月に山口県下関市で開催されます国際捕鯨委員会に向け

て捕鯨再開の要請を行うこととするものであります。

以上、簡単ですが、各議員の特段のご理解とご賛同をお願い申し上げまして、提

案理由の説明といたします。

議 長 これより質疑を行います。

ありませんか。

（な し）

議 長 なければ質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）
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議 長 ご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。

なお、本案は末尾記載の送付先に直ちに送付いたします。

議 長 日程第12、意見書案第２号 雇用対策の充実を求める要望意見書を議題といたし

ます。

職員の朗読を行います。

議事係長 職員の朗読 （朗読内容省略）

議 長 提出者であります谷口議員に説明を求めます。

11番、谷口議員。

１１ 番 ただい上程いただきました雇用対策の充実を求める要望意見書を提出するに当た

りまして、貴重な時間審議をわずらわすわけでありますが、提出者といたしまして

提案理由の説明を申し上げ、議員各位のご賛同をお願いするものであります。

ただいま朗読いただいた内容のとおりでありますが、完全失業率が過去最高の５

％を大きく超えておりますし、一向にその改善の兆しが見えない中で、失業と倒産

の不安、苦しみに多くの国民がさらされているわけであります。ＩＴ・電気産業を

初めリストラ、出向・派遣が相次いでおりますし、その一方で消費不況の深刻化と

需要不足が目立ち、倒産する企業も相次いでおります。ＥＵでは昨年企業の社会的

責任についての提言を出し、雇用環境、取り引き、地域などへの社会的責任を果た

すことを求めております。日本の雇用対策は、ヨーロッパに比べても失業給付、訓

練手当、労働時間、公的雇用の各部面で劣っているのが実態であります。

よって、政府において雇用対策を抜本的に強めることを要望するものであり、ど

うかこの意見書に賛同されまして、関係機関に強く働きかけていただきますよう議

員各位にお願いを申し上げまして、提案理由の説明といたします。

よろしくお願いいたします。

議 長 これより質疑を行います。

ありませんか。

（な し）

議 長 なければ質疑を終わります。

お諮りいたします。
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討論を省略し、本案は原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長 ご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。

なお、本案は末尾記載の送付先に直ちに送付いたします。

議 長 日程第13、意見書案第３号 健保本人３割負担、高齢者医療費の負担増など患者

負担引き上げの中止、医療制度の抜本的改革を求める要望意見書を議題といたしま

す。

職員の朗読を行います。

議事係長 職員の朗読 （朗読内容省略）

議 長 提出者であります音喜多議員に提案理由の説明を求めます。

16番、音喜多議員。

１６ 番 ただい上程いただきました意見書案第３号について、大変貴重な時間費やして恐

縮に存じますが、提出者の私より提案理由を説明させていただき、議員各位のご賛

同を心からお願い申し上げる次第であります。

ただいま朗読いただきました内容に尽きるのでありますが、わが国の医療制度は、

戦後すべての国民に医療を受ける機会を保障するという観点から、国民皆保険制度

を採用し、平均寿命や医療水準の高さは世界のトップレベルに達し、国民の健康に

大きく貢献しております。しかしながら、急速な少子・高齢化の進展や医療技術の

進歩、国民の健康に対する意識の変化等を背景に、医療費は年々増加し続け、近年

の経済情勢の悪化なども加わり、医療保険制度はその財政を圧迫し、大幅な支出増

となっており、医療制度の改革を急がなければならない状況となっております。

そのような状況の中、今政府はその改革を先送りし、国民、勤労者や高齢者の患

者に大幅な負担増で当面の赤字財政を穴埋めしようとしております。今急いで必要

なことは、厳しい経済や雇用情勢の中で、消費不振に見られるように、これからの

国民生活に不安が抱かれる中、将来にわたって安心して良質な医療提供体制を確立

する抜本的な医療制度改革であります。そのことによって安心と信頼の国民皆保険

制度を維持し、患者の立場に立った医療制度へと進展すると思う次第でございます。

どうか議員各位の特段のご理解を賜り、ご承認賜りますようお願い申し上げ、提
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案説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長 これより質疑を行います。

９番、木村議員。

９ 番 音喜多さんの提案になれば私が出るような、決してそういうことはございません。

今、提出者がお話の中でありましたように、医療財政、福祉財政は破綻に近づき

つつあると聞かされておりまして、今あなたも申し述べられたようでございます。

その一部として、本人の３割負担に今しようとしておりますね。私はこれ仕方ない

んじゃないかと思います。確かに抜本的な改革をして、一部を改革して、一部上が

ります。結局最後まで、しかもますます少子化になる。これどういう仕掛けをして

も多少の現在までの制度の改善じゃ、この財政は必ず破綻します。その場合に残さ

れているのは消費税のあと10％ぐらい上げて、それを目的税としてこういうものに

転嫁するとなれば、しばらくはいいでしょうが、現在のところそれも大変でござい

ますから、今のこの本人負担の３割負担ですか、このぐらいは国民として我慢しな

ければならないのではないかと私は思うんですが、いかがなもんでしょう。

議 長 16番、音喜多議員。

１６ 番 ただいまの質問でございます。ご存じのとおり、国民医療制度というのは、それ

ぞれその職業あるいは使われている状況によって、例えば労働者であれば共済組合

制度あるいは自営業者であれば政府管掌保険等、いろいろ保険の体制が変わってご

ざいます。もう既にご存じのとおり、政府管掌保険については、自営業者初め３割

負担が既になされてございます。今この中で特に今回サラリーマン等についてのい

わゆる共済組合制度を含めた部分については、現在２割負担となってございます。

そういうところで現在政府が３割負担というふうに求めているんでしょうけれども、

まずその前に、医療制度そのものを抜本的に改革しないと、赤字になっている、支

出増加になっている部分をどうするのか。その次にくるのが医療共済制度の一元化

であろうというふうに感じてございます。現在の情勢の中では、それぞれの共済あ

るいはそういう政府管掌保険組合等については議論されていますが、将来的な負担

増の医療制度の抜本的改革の道筋というか、将来性を見据えた上で、そのことがあ

ってしかるべきではないかと申し上げている次第でございますので、その辺、ご理

解賜りますようお願い申し上げて、説明とさせていただきます。

議 長 ９番、木村議員。
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９ 番 この議論はお互いに意見を言ったら、最後見えないほど意見ありますから多くは

言いませんが、私はこの間ある老人、私は相手を老人と言いませんが、私もそうで

すから。薬の話が出ました。これで国が持てるんだろうか、一言です。普通であれ

ば富山の薬箱でできるもの、あの薬よりも病院へ行ったら安いそうですね。私は計

算したことない。安いんだそうですが、これで果たして持てるんだろうかと。これ

であれば国も持てないわねと、ある老人の方が話していました。そのようなもので

そうしながら国家財政健全だとか、最後に国民として大事な大事なものができなく

なる恐れがあるんじゃないかと思いますので、国民としてやはりある程度の負担は

努力して払うべきものは払う。負担すべきものは負担するような気持ちになっても

しかるべきではないかと思うんです。

以上、申し上げました。

議 長 16番、音喜多議員。

１６ 番 まさしく今言われているとおりの部分でございます。私もそのように存じます。

しかるに、この医療制度の中で今いみじくも言っていただきました薬価の部分、い

わゆる薬の部分で、今言われましたように必要でないというか、薬漬けということ

で４年ほど前に薬価の引き上げがあった時点で、なおかつ今もまだ１兆 4,000億円

あるいは１兆 6,000億円と言われるように、薬のむだが非常に指摘されております。

そこはやはりきちっと今この抜本的改正を求めておりますので、その辺も見直して

いただけるならば、もっと財政的には国民の負担は少なくなるであろうというふう

に言われておりますので、この辺ご理解賜りたいというふうに思います。

議 長 他にございませんか。

（な し）

議 長 なければ質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」「異議あり」の声あり）

議 長 ご異議がありますで、これより起立により採決を行います。

お諮りいたします。

本案に賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）
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議 長 起立多数であります。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

本案は末尾記載の送付先に直ちに送付いたします。

昼食のため休憩いたします。 休憩時刻１２時０６分

副 議 長 本会議を再開いたします。 再開時刻１３時００分

副 議 長 日程第14、議案第１号 平成14年度厚岸町一般会計予算から議案第10号 平成14

年度厚岸町病院事業会計予算まで、以上10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。

企画財政課長。

企画財政 それでは、ただいまより上程させていただきました議案のうち第１号から第８号
課 長

まで私の方から説明をさせていただきます。

皆様のお手元に配付しております平成14年度厚岸町各会計予算書、これに沿いま

して、同時に配付してございます一般会計予算資料というこの冊子でございますが、

これの内容も交互に交えながら説明をさせていただきたいと存じます。

なお、今回新たな財務会計システム、これを導入いたしまして、種々予算方式等

を改めさせていただきましたが、予算書そのものの記載形式もごらんのとおり根本

的に改めさせていただきました。改めた点につきましては、いろいろございますけ

れども、その主なものといたしまして、一般会計の歳出、経常的経費だけで約 400

の事務事業がございます。それらの事務事業別に細分化をして、予算執行担当主体、

何課であるということと、それから、それぞれの業務別に財源の内訳、これらを明

示させていただきました。それによって目を構成する事務事業のそれぞれの内容と

コストが、だれの目にもわかりやすくするようにしたつもりでございますし、財務

情報開示時代の要請に対応したつもりでもございます。

議案書と説明書、これも従来ですと薄い冊子と厚い冊子ということで別でござい

ましたけれども、今回は別冊ではなくて１冊といたしまして、この本書の26ページ

まで、これが議案書になってございます。26ページで区切っておりまして、27ペー

ジ以降が説明書という形になってございますし、ごらんになっていただけるとおわ

かりだと思いますが、全ページ見開きということで、従来ですと 300ページほどで
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ございましたが、今回 530ページ程度ということになりまして、自前で印刷製本を

させていただいたものでございます。

今後は補正予算等も含めまして、この形式で上程をさせていただくことになろう

と思いますが、深いご理解を賜り、何とぞよろしくお願いを申し上げます。

それでは、１ページ目をお開き願います。

議案第１号 平成14年度厚岸町一般会計予算でございます。

平成14年度厚岸町の一般会計予算は、次に定めるところによる。

第１条は歳入歳出予算でございますが、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ89億 8,784万 1,000円と定める。

２項といたしまして、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ということになります。

次のページをお開き願います。第１表の歳入歳出予算、歳入がこういうふうに款

別、項別にそれぞれ金額が列挙してございます。

続きまして、４ページをお開き願いたいと存じますが、４ページ、５ページは歳

出でございます。これらを対前年度比及び歳出の方では性質別に内容説明もいたし

たいと存じます。それで別冊の先ほど申し上げましたが、平成14年度の一般関係予

算資料、こちらの１ページ目をごらんになっていただきたいと存じます。こらの方

で説明をさせていただきます。

一般会計の予算資料１と書いてありますが、一般会計歳入歳出予算でございまし

て、これをもって全体の計数的な説明をいたします。

まず、歳入でございます。

まず１款町税、今年度予算額が11億 161万 9,000円、前年度予算額が10億 7,661

万 4,000円でございますので、比較といたしまして、昨年度比 2,500万 5,000円の

増、率にいたしまして 2.3％の増。歳入全体を 100とした場合の割合、構成比でご

ざいますが、全体に占める割合は12.3％ということになります。これにつきまして

は、町民税、個人、法人合わせまして 1,000万円ほど、固定資産税で 1,800万円ほ

どが昨年度当初に比しまして増額となっているのがその要因でございます。そのさ

らなる個々の要因につきましては、説明書27ページ以降になりますが、後ほど説明

をさせていただきます。

２款地方譲与税でございます。本年度１億 1,488万 3,000円、比較として81万
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1,000 円、率にして 0.7％の減であります。地方道路譲与税、自動車重量譲与税、

いわゆる道路目的関係でございますが、それぞれ前年度交付実績を勘案して計上さ

せていただいたものでございます。

３款利子割交付金 1,740万 1,000円、比較として 762万 9,000円、率にして78.1

％の増でございます。これは平成12年度から大幅に伸びております１つでございま

すけれども、10年前の郵便貯金の駆け込み預け入れ、これが大量に満期を迎えるこ

とに伴います増額でございまして、本年度もそれが見込まれるという国からの情報

に基づく計上ということになっております。

４款地方消費税交付金１億 1,894万 5,000円、昨年度比85万 4,000円、 0.7％の

増でございます。ほぼ前年度並みでございます。

５款ゴルフ場利用税交付金 611万 8,000円、 135万 6,000円の減、18.1％の減で

ございますが、本年度は昨年度実績額の約７割程度当初で見込まさせていただいて

おります。

それから、６款自動車取得税交付金 4,478万 4,000円、４万 4,000円の減、0.1

％の減でございますが、これまた前年度並みの計上でございます。

７款国有提供施設等所在市町村交付金 1,324万 5,000円、 109万 2,000円の増、

9.0 ％の増になっておりますが、これは昨年度実績額と同一額の計上ということに

なっておりまして、自衛隊基地交付金でございます。

８款地方特例交付金 4,252万 6,000円、 576万 1,000円の増、率にして15.7％の

増でございますが、これも昨年度実績額と同一の金額でございます。この科目につ

きましては、平成11年度から実施されております恒久減税、これの補填措置の１つ

でございます。

９款地方交付税でございます。40億 9,854万 3,000円、昨年度が44億 5,971万

5,000 円でございますので、比較として３億 6,117万 2,000円、率にして 8.1％の

減ということでございまして、全体の構成比が45.6％を占めるものでございます。

とりわけこの中の普通交付税につきましては、前年度当初比３億 2,235万 6,000円

の減額、前年度対比４億 3,658万 9,000円の減額、率にして10.4％普通交付税の減

ということになります。このことが今回の予算編成における最大のネックとなった

要因でございますが、後ほど説明書の中でまた詳細に説明をさせていただきます。

10款交通安全対策特別交付金 266万 5,000円、33万 5,000円の減、11.2％の減で
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すが、ほぼ前年度実績並みの計上をしております。

11款分担金及び負担金 7,872万 2,000円、比較として 3,740万 1,000円、32.2％

の減でございます。これにつきましては、農業のところで道営担い手育成事業及び

国営事業の償還金におけます受益者負担額の減によるものが主な要因でございます。

12款使用料及び手数料４億 1,197万 9,000円、 187万 7,000円、 0.5％の増にな

ります。全体の構成比が 4.6％でございますが、これも前年度並みの計上でござい

ます。

13款国庫支出金でございますが７億 6,663万円、額にして２億 2,638万 7,000円、

率にして22.8％の減額であります。町営住宅の建設事業補助金、これが 4,450万円

ほどの減、トライベツ道路の改良事業の補助金、これが 7,100万円ほどの減、別寒

辺牛川砂防ダム建設の委託金、これが約１億円ちょっきり、これらが補助金ベース

で減額になっておりまして、国の公共事業抑制10％という、それらに伴いまして事

業費の削減によるものが主な要因ではなかろうかと考えております。

14款道支出金３億 6,061万 8,000円でございまして、 5,505万 9,000円、13.2％

の減であります。主に昨年度実施いたしましたごみ処理場の改修事業、これに伴い

ます北海道地域政策補助金、これが 2,520万円ほどの減、それから農林業で事業縮

小に伴います道補助金の減額がおおむね 3,000万円ほど、これが主な要因でござい

ます。

15款財産収入でございます。１億 6,117万 4,000円、 3,211万 2,000円の増、

24.9％の増になりますが、今年度から試験期間を終えましたカキ種苗の売り払い代

1,008 万円、それの新設である。それと畜産基盤再編事業での農業施設売り払い代

が 2,316万 7,000円ほど増によるものでございます。

16款寄附金１万円。17款繰入金５億 8,600万円、昨年度比 6,764万 2,000円、13

％の増でございます。内訳といたしまして、財政調整基金が２億 400万円、減債基

金が１億 4,000万円、地域づくり推進基金が１億 5,200万円、老人福祉基金 3,000

万円及び小規模商工業者の設備近代化基金の廃止とそれから銀行プロパー資金の活

用に伴いまして 6,000万円、これらが含まれてございます。

18款繰入金 500万円、前年度同額。19款諸収入 8,427万 9,000円、３億 9,615万

8,000 円、82.5％の減になりますが、この要因としては、中小企業の融資貸付金の

制度改正によります減額が 3,500万円、それから畜産基盤の円滑事業収入 7,000万
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円ほどの減、産炭地の臨時交付金、これが制度廃止によりまして 2,672万 5,000円

の減、さらには国民年金の支払先が国へ移行したことによります印紙の売りさばき

代が２億 3,542万 7,000円、これが歳入歳出ともども減額ということになっており

ます。

20款町債９億 7,270万円、 2,850万円の増、率にして３％の増でございます。普

通交付税から振りかわります臨時財政対策債、これが昨年度１億 8,820万円でござ

いましたけれども、本年度は 2.2倍の４億 1,400万円と大幅に増額になりましたの

が顕著な特徴でございまして、その他事業実施に伴います一般債は実質２億 3,000

万円ほど減額ということになっております。

合計でございますが総額です。冒頭で申し上げましたとおり89億 8,784万 1,000

円、昨年度が98億 9,609万 2,000円でございますので、差し引き９億 825万 1,000

円の減、率にして 9.2％の減ということになります。

歳入総体としての減額要因として大まかに抽出いたしますと、やはり９款地方交

付税の減、13款国庫支出金ですが、別寒辺牛川の砂防ダムなどの国庫支出金の公共

事業抑制策によります減、さらには19款諸収入で国民年金制度改正によります２億

円以上の印紙代の減などでございまして、最終的にはそれらの収支不足額を17款繰

入金５億 8,600万円の計上によりまして収支均衡を図ったところでございます。

続きまして、２ページから歳出を説明させていただきます。

本資料の２ページをごらん願いたいと存じます。

これは目的別、つまり款別の増減一覧でございます。

１番の議会費、本年度予算額が 8,717万 1,000円、前年度予算額が 8,715万

6,000 円でございますので、比較１万 5,000円の増。率はゼロ％でございます。前

年度比ほぼ同額の計上ということになっております。

それから、２番の総務費でございますが、本年度２億 6,012万 4,000円、比較と

して 4,845万円の減、率にして15.7％の減になります。とりわけ主なものとしては、

一般管理費で 544万 4,000円の減、それから情報化推進費で 2,289万円の減、あと

は選挙費におけます実施選挙経費の増減調整などなどがその主な増減の内容となっ

てございます。

それから、３番の民生費でございます。９億 9,455万 7,000円、比較として１億

1,385 万 6,000円、率にして10.3％の減になっております。増減内訳として５目の
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国民年金費が歳入と同様に２億 4,074万 4,000円の減、社会福祉総務費で国民健康

保険特別会計への繰出金が 8,164万 8,000円の増、老人福祉費で特老ホーム給水給

湯設備改修事業ですが 4,935万円の増。これらの実施による増が主なものでござい

ます。

４番の衛生費でございます。７億 1,0004 万円、１億 4,404万 5,000円、16.9％

の減額になっております。昨年度との比較として、ごみ処理場の焼却処理場改修事

業１億 7,800万円の事業終了によります減額が主なものでございます。

５番の農林水産業費９億 6,234万 6,000円、比較として２億 9,029万 3,000円、

率にして23.2％の減額であります。林業費 1,749万 2,000円減、水産業費で 2,250

万円ほどが減。これらもさることながら、農業費の約２億 5,000万円の減、とりわ

け畜産業費で 6,850万円ほどが減額となっております。それから、農地費でも１億

2,300 万円の減ということで、これらは国の公共事業抑制策にかかわる事業費減に

起因するもので主なものでございます。

６番の商工費１億 2,299万円でございまして、比較 1,245万 5,000円の増、11.3

％の増になっております。商工振興費で信用保証協会への貸付金が 3,500万円制度

廃止によりまして減、それから観光施設費での子野日公園のトイレ整備事業、これ

が 5,582万 4,000円計上増、差し引き 1,245万 5,000円の増ということになるもの

であります。

７番の土木費12億 4,518万 9,000円、比較として２億 7,864万 8,000円の減、

18.3％の減ですが、大きな減額要因としては、道路新設改良費で約１億 1,000万円

ほどの減、とりわけトライベツ道路改良が 9,500万円ほどの減、それと河川費の先

ほども申しましたけれども、別寒辺牛川の砂防ダム建設約１億円の減、それから公

営住宅事業費が１億 1,202万 6,000円の減、これらの主なものがそういうことにな

ります。

８番の消防費はほぼ前年度並みでございます。

９番の教育費４億 2,251万 2,000円、昨年度に比べまして 6,142万 4,000円、

12.7％の減額になってございます。これも昨年度に実施いたしました情報館、情報

視聴覚設備整備事業、これの事業終了に伴います 3,200万円の減額などが主なもの

でございますが、詳細は説明書の段階で逐一説明をさせていただきます。

11番の公債費になりますが16億 6,718万円、昨年度比 6,187万 3,000円の増、率
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にして 3.9％でございます。この内訳としては、元金が12億 4,107万 3,000円、昨

年度に比べまして 9,500万円ほどアップしてございます。それから利子が一時借入

金の利子などを含めまして４億 2,600万円ほどなんですが、対前年度比として、こ

ちらの方は 3,350万 1,000円の減ということになっております。

12番の給与費でございますが、21億 5,419万 2,000円、 4,643万 8,000円、 2.1

％の減になっております。職員手当、嘱託職員賃金、退職手当組合負担金などでそ

れぞれ減額となった結果でございます。

なお、この中には昨年度の0.05カ月の期末手当のカット分あるいは管理職手当の

１％のカット分、超過勤務手当のカット分等々も含まれております。

総体といたしましては、歳入と同額でございまして、 9.2％の減となるわけでご

ざいますが、ここではあくまでも概括的な増減要因を中心に説明させていただきま

した。国民年金制度であるとか、信用保証協会の貸し付け制度の廃止及び国の公共

事業抑制策に伴いまして、主に補助事業を中心に縮減となった要因がございます。

なお、個々の事業や事務の説明につきましては、後ほど予算に関する説明書の事

項別明細書で説明をさせていただきます。

続きまして、次のページの３ページをお開き願いたいと思います。今度も歳出で

ございますが、性質別ではどうなっているかということでございます。

１番の人件費でございますが22億 5,730万 4,000円、約 5,000万円ほど、 2.4％

ほど減額になっております。全体に占める構成費は25.1％ということになります。

これにつきましては、前のページの給与費と同様の要因が主なものでございまして、

詳細は本資料の６ページ、人件費資料あるいは給与費明細書等々をごらんいただけ

ればと考えております。

２番の物件費12億 8,984万 9,000円、約２億 6,000万円程度、16.7％の減であり

ますが、この物件費の減額につきましては、国民年金費で約２億 4,000万円程度の

制度改正による減額、これが主なものでございまして、詳細は本資料の７ページか

ら８ページ、物件費内訳資料がございますので、詳細にはそちらをごらんいただき

たいと存じます。

それから、３番の維持補修費１億 135万 9,000円、昨年度比 580万円ほど、率に

して 6.1％の増でございますが、各老朽施設及び設備の維持補修費増ということに

なります。
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４番の扶助費２億 1,893万 9,000円、 1,500万円ほどの増、 7.6％になります。

民生費を中心とする重度身障者及び高齢者の方々への老人保護措置費等の増額が主

なものとなっております。

５番の補助費等でございますが８億 8,866万 1,000円、約 900万円ほどの減、率

にして１％の減ですが、これは病院あるいは水道、東部消防組合、社協、商工会、

その他各種団体への負担金・補助金などが主なものとして含まれております。各種

団体補助金につきましては、原則５％削減を基本として査定をさせていただきまし

た。これらの維持補修費あるいは扶助費等につきましては、この資料の９ページか

ら11ページにその内訳を添付してございますので、詳細はそちらをご参照願いたい

と思います。

６番の普通建設事業費18億 3,973万 3,000円、約６億 8,000万円の減、率にして

27.1％の減ということになっておりまして、全体に占める割合は20.5％になります

が、前のページでも説明させていただきましたとおり、トライベツ道路改良、別寒

辺牛川の砂防ダム、公営住宅の建設関係で億単位の１億円に近いそれぞれ減があり

ます。それから土木費、農林水産業費及び衛生費を中心とする減額がその内容でご

ざいまして、これらは国の政策にかかわるものや、あるいは昨年度に事業完了した

ことに伴いますものが、その要因となっております。

なお、本資料の12ページ以降34ページまで、これら投資的経費の事業内容及びそ

れらの財源内訳を列挙してございますので、その中身をお確かめ願いたいと存じま

す。

８番の投資及び出資金 600万円、これは上水道会計に対します石綿管取りかえ事

業の出資金ということになっております。

９番の繰出金７億 1,103万 3,000円、約 4,800万円、 7.3％の増になっておりま

すが、その内訳は国保で１億 9,300万円ほど、簡水で 2,577万 2,000円、老人保健

会計には 6,573万 9,000円、下水道会計には２億 3,771万 3,000円、介護保険会計

には 9,862万 1,000円、介護サービス会計には 8,989万 7,000円、それぞれ繰り出

しを計上したものでございます。

10番ですが、積立金40万 3,000円、基金の運用利子の金利低下に伴います減額と

いうことになります。

11番の貸付金が48万円、比較 3,500万円の減、98.6％の減になりますが、何度も
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触れておりますとおり、信用保証協会の融資制度、貸付金 3,500万円の貸し付け制

度の廃止により減でございます。なお、当制度、融資そのものにつきましては、銀

行のプロパー資金によりまして、町民の立場で考えますと、その制度そのものは銀

行プロパー資金になりかわるという性質のものでございますので、この制度そのも

のは存続するということでございます。

次のページをごらん願いたいと存じます。

２番の一般会計歳出予算（性質別）ということで、縦に目的別、それから横の方

に性質別とそれぞれまとめて一覧にしたものでございまして、逐一の説明は省かせ

ていただきます。

なお、先ほども概要説明で申し述べましたとおり、本資料の６ページ以降になり

ますが、各性質別にそれぞれ資料を添付させていただきましたし、35ページ以降は

釧路東部消防組合への負担金の内訳、これらを添付してございますので、本資料、

ご参照願いたいと思います。

以上をもちまして、平成14年度の予算、一般会計の概要説明を終わらせていただ

きまして、歳入歳出それぞれ項目別に説明をさせていただきたいと存じます。

厚岸町各会計予算書、厚い冊子の方になりますが、お戻りをいただきまして、32

ページをお開き願いたいと存じます。

それでは32ページ、一般会計の歳入から個別に説明をさせていただきます。

なお、歳入歳出ともそれぞれ２ページごとの見開きという形になっております。

それでは、歳入からでございます。

32ページ、１款町税、１項町民税、１目個人３億 8,544万 9,000円、前年度が３

億 8,033万 8,000円でございますので、比較として 511万 1,000円増となっており

ます。昨年度の業務関係の実績を反映いたしまして増額を見込んだということでご

ざいます。それから２番の法人でございますが、主に水産加工業を中心とします製

造業、これらを中心に前年度実績を勘案したものでございまして、それぞれ個人、

法人ともその内訳等、右の33ページに記載してございます。

２項固定資産税、１目固定資産税でございます。４億 2,998万円、 1,854万 5,000

円の増でございますが、主に家屋新築によります増及び堆肥舎などの構築物や農業

用機械などの償却資産がふえたということによるものでございます。それから２目

国有資産等所在市町村交付金、これはその下にありますが、廃目になっております
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が、かつての国有資産等所在市町村交付金及び納付金の名称変更でございます。

３項軽自動車税、１目軽自動車税 1,419万 1,000円、４項たばこ税、１目たばこ

税は１億92万 4,000円、 550万円ほど減額になっております。喫煙者の減少など消

費本数の減によるもののようであります。

それから、５項特別土地保有税でございますが41万 3,000円、それから６項都

市計画税、１目でございますが 4,854万 9,000円、昨年度に比較しまして 167万

8,000 円の増でございます。内訳はそれぞれ35ページ、説明欄のとおりでございま

すので省略させていただきます。

２款地方譲与税、１項地方道路譲与税、１目地方道路譲与税 4,346万 8,000円で

ございます。２項自動車重量譲与税、１目自動車重量譲与税、これらいずれも前年

度実績及び地方財政計画を勘案した上で見積り計上したいわゆる道路特定財源とい

うことでございます。合わせまして１億 1,488万 3,000円の計上であります。

３款利子割交付金、１項１目利子割交付金でございまして、これは預金の利子に

かかります一律20％の源泉分離課税の分でございまして、予算資料にて説明のとお

り郵貯の満期到来による増ということになります。

５款ゴルフ税利用税交付金、１項１目ゴルフ場利用税交付金、資料で説明のとお

り、昨年度実績額の７割を見込んだものでございます。

６款自動車取得税交付金、１項１目これまた前年度並みの計上で 4,478万 4,000

円の計上であります。

７款国有提供施設等所在市町村交付金、１項１目１節自衛隊基地交付金で 1,324

万 5,000円、昨年度に比べまして 109万 2,000円ふえた前年度の実績額そのまま計

上させていただいております。

８款地方特例交付金、１項１目地方特例交付金でございまして、恒久減税地方影

響額に対します補填措置の１つということでございます。

９款地方交付税、１項１目地方交付税40億 9,854万3,000円、昨年度比３億6,117

万円の減であります。右にまいりますが、普通交付税が37億 6,501万 2,000円、特

別交付税が３億 3,353万 1,000円の計上。とりわけ普通交付税につきましては、臨

時財政対策債への振り替えが４億 1,400万円ございます。それ以外でも実質的に２

億 1,000万円ほど減額が想定されるところでございまして、昨年度の実績に比べま

して１割以上、10.4％の減、これを見込まざるを得なかったものでございます。
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10款交通安全対策交付金、１項１目でございます。昨年度実績勘案の上の計上で

ございます。

11款分担金及び負担金、２項負担金、１目民生費負担金でございまして、右にま

いりますが、１節社会福祉費負担金 979万円、それから２節として児童福祉費負担

金、いわゆる保育料でございますが 5,080万円、２目衛生費負担金でございまして、

１節保健衛生費負担金 131万 7,000円、３目農林水産業費負担金、１、農業費負担

金 1,681万 5,000円、それぞれ昨年度と同様の項目となっております。とりわけ農

業費の負担金ですが、道営担い手、それから国営農地再編、下の２行につきまして

は、受益者負担金の大幅な減ということになっております。

12款使用料及び手数料、１項使用料、２目民生費使用料、１節社会福祉使用料、

２節児童福祉使用料、記載のとおりでございます。３目衛生使用料、１節保健衛生

使用料、４目農林水産業使用料、１節農業使用料は２億 1,816万 6,000円の計上と

なっております。

次に、38ページへ移らせていただきますが、２節林業使用料、３節水産業使用料、

記載のとおりでございます。５目商工使用料 216万 3,000円、それから６目土木使

用料 9,718万 8,000円、特に住宅使用料が 9,243万 6,000円と３節で記載してござ

いますし、７目教育使用料、それぞれ記載してございます。

２項として手数料、１目総務手数料 506万 6,000円の計上、40ページに移ります

が３目衛生手数料 2,836万 4,000円の計上でございまして、それぞれ１節、２節に

記載の内訳のとおりでございます。４目農林水産業手数料は 484万 4,000円の計上、

６目土木手数料 115万 8,000円、７目教育手数料 1,000円。

それから、３項証紙収入、１目証紙収入でございますが 4,339万 1,000円の計上。

内訳、それぞれ説明欄記載のとおりでございます。申しわけございませんが、説明

は省かせていただきます。

13款国庫支出金、１項１目民生費国庫負担金でございます。１節社会福祉費負担

金、２節児童福祉費負担金、計上のとおりでございます。２目衛生費国庫負担金、

１目保健衛生費負担金、それぞれ記載のとおりでございます。

２項国庫補助金でございますが、１目総務費国庫補助金、２節防衛施設周辺整備

事業補助金でございまして 199万 5,000円、交通安全広報車、これを購入する部分

についての交付金を計上するものでございます。２目民生費国庫補助金、１目社会
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福祉費補助金、記載のとおりでございます。

３節防衛施設周辺事業補助金で（老人福祉）とございますが、この部分につきま

しては、デイサービスセンターの車いすの入浴装置、これを整備するのに充当する

補助金でございます。それから、その下の（児童福祉施設費）とありますが 2,755

万円、これは厚岸保育所の園庭整備事業に充当させていただく財源として計上して

ございます。

３目衛生費国庫補助金でございますが、１節記載のとおりでございます。

４目農林水産業費国庫補助金でございますが、４節でこれまた防衛施設云々と書

いてございますが、矢臼別演習場の周辺の農業用機械導入事業ということで、これ

は調整交付金ではなくて、８条の民生安定の補助金を使ってやるものでございます。

５目商工費国庫補助金でございまして、２節防衛施設周辺整備事業補助金（観光

施設）ということになっておりますが、子野日公園のトイレの整備事業、これに充

当する財源計上でございます。

６目土木費国庫補助金でございますが、１節、２節、記載のとおり、３節でござ

いまして、とりわけ５節住宅費補助金１億 2,423万円でございますが、下から２番

目、町営住宅の宮園団地建設事業補助金ということでございまして、宮園６号棟の

着工する国庫補助財源であるということであります。

それから、６節防衛でございますが、トライベツ道路の改良事業の補助金、昨年

度比大幅に減額にならざるを得なかったものでございます。それと特定防衛施設云

々とありまして（道路橋梁維持）とありますが、これは糸魚沢茶内原野間の道路の

横断管渠の整備事業、これに充当するもの。それから（道路新設改良）とあります

が、住の江通りの排水整備及び望洋台内の道路あるいは尾幌17号線などの整備事業

に使用するものでございます。その下の（街路事業）とありますが、これは厚岸大

橋通りの歩道整備、これに充当する財源であります。

７目消防費国庫補助金でございますが、右の方になりまして（常備消防）とあり

ますが、これも防衛庁の調整交付金を使って実施するものですが、消防広報指令車、

これを購入するのに充当するものでございます。

８目教育費国庫補助金でございますが、１節は僻地教員宿舎の補助金。２節、３

節、４節、６節、それぞれ記載のとおりでございます。

44ページに移らせていただきますが、右上に７節防衛施設周辺整備事業補助金と
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ありまして、（博物館運営）となっておりまして 950万円計上しておりますが、郷

土資料の収蔵庫の建設事業に充当するというものでございます。それと９目の産炭

地振興国庫補助金 3,323万 3,000円計上してございます。これは平成13年度に実施

いたしました公営住宅であるとか河川であるとか下水道、これらの国庫補助事業の

かさ上げ分ということで、法は失効しましたが今年度から５年間、経過措置的に延

長になる部分であります。

それから、３項委託金でございます。１目総務費委託金、２目民生費委託金、そ

れぞれ記載のとおりでございます。４目土木費委託金１億 6,099万 6,000円でござ

いますが、河川委託金で別寒辺牛川水系の治水砂防施設の整備事業委託金というこ

とで、昨年度比１億５万 5,000円の減、補助金ベースで１億円の減ということにな

っております。

14款道支出金、１項１目民生費負担金、１節、２節にわたりまして記載のとおり

でございます。２目衛生費道負担金、これもそれぞれ記載のとおりでございます。

２項道補助金、１目総務費道補助金、２目、民生費道補助金でございます。それ

ぞれ記載のとおりでございます。46ページでございますが、２節児童福祉費補助金

も含めまして、３目衛生費道補助金、１節保健衛生費補助金 1,068万 8,000円の計

上となっております。

48ページになりますが、４目農林水産業費道補助金、１節農業費補助金でござい

ます。とりわけ下から３段目になりますけれども、食料・環境基盤緊急確立対策事

業補助金という目新しい補助金が載っておりますが、平成14年度を新規といたしま

して厚岸町東部地区畜産基盤再編事業、これに充当させていただく補助金でござい

ます。２節、３節、それぞれ記載のとおりでございます。７目教育費道補助金、１

節でございますが 212万 9,000円、情報通信技術講習推進事業補助金ということで、

情報館でのＩＴ講習経費、これに対する財源ということでございます。

３項委託金でございますが、１目総務費委託金でございまして 1,819万円、３目

衛生費委託金、４目農林水産業費委託金 639万 2,000円、それから50ページに移ら

せていただきますが、５目商工費委託金、６目土木費委託金、７目教育費委託金、

それぞれ毎年計上されている経常的な収入ということでございますので、説明を割

愛させていただきます。

15款財産収入でございますが、１項財産運用収入、１目財産貸付収入でございま
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して、１節土地建物貸付収入 2,546万 4,000円、貸家料、貸地料、それぞれ計上で

ございます。２目利子及び配当金でございます。14万 4,000円、それぞれ記載のと

おりでございますが、超低金利時代を反映した収入金額ということが言えようかと

思います。

２項財産売払収入でございますが、１目不動産売払収入、１節土地売払収入 200

万円ほど、２目石材と立木の売り払い。それから２目生産物売払収入が 1,000万円

ほどになっております。それぞれハーブまでは例年のとおりでございますが、一番

下にありますとおり、カキ種苗の売り払い代、単価が１円60銭の 600万個計上して

ございまして、金額が 1,008万円ということでございます。それらを見込むもので

ございます。

52ページでございます。４目農業施設売払収入でございますが、右に記載のとお

り畜産基盤再編総合整備農業用施設の売り払い代ということになっております。

16款寄附金、１項１目一般寄附金１万円。

それから17款繰入金、１項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金２億 400万円、

２目減債基金繰入金１億 4,000万円、３目地域づくり推進基金繰入金１億 5,200万

円、５目老人福祉基金繰入金が 3,000万円ということで、これら予算執行の段階で

歳入歳出全体をにらみながら、少しでも年度内の積み戻しを目指すものでございま

す。

８目小規模商工業者設備近代化基金繰入金 6,000万円でございます。今回当初で

は出ておりませんが、追加議案で条例改正案が出るということでございますが、こ

ういう形でこの基金はなくなりますけれども、金融機関のプロパー資金を活用する

ことによりまして、従来どおり町民の皆さんにとりましては、無利子貸付制度は存

続するということになります。利子分につきましては、今までは町が銀行に対して

手数料を払っておりましたが、今度は本人にその利子補給分を補助をするという形

に変更になります。

18款繰越金、１項１目繰越金は 500万円。

19款諸収入、１目１節、２節、３目、それぞれ記載のとおりでございますが、３

項貸付金元利収入、１目中小企業金融融資資金貸付元利収入ということで、今まで

信用保証協会に 3,500万円貸し付けを年度当初でしておりましたが、これが信用保

証協会等の制度改正によりまして、これは今年度はなくなりますが、制度そのもの
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は従来どおり存続するという形で話はついております。２目、３目、４目、５目そ

れぞれ貸付金収入でございます。

４項受託事業収入でございますが、１目 149万 8,000円の計上、２目医療受託事

業収入、浜中町分でございますが 250万円、３目農林水産業費受託事業収入という

ことで、右欄に記載のとおりでございます。４目土木費受託事業収入、記載のとお

りでございます。

それから、５項産炭地域振興臨時交付金、１目同名でございますが、これにつき

ましては、法の失効によりまして本年度からは廃止というのが原則ということにな

ります。

６項雑入、１目、２目、それぞれ記載のとおりでございますが、とりわけ３目の

３節、右側になりますが雑入でございます。 4,129万 8,000円の計上でございます。

特に新しいものとして平成13年度も出てまいりまして補正をいたしましたが、宝く

じの交付金、これがオータムジャンボ宝くじの地方の還元分、交付されるというこ

とであります。

それから、次のページになりますが、57ページの上から４行目になりますけれど

も、釧路産炭地域の振興事業助成金、これも毎年あるんですが 500万円、これの充

当先が湯楽プラン調査研究事業に 100万円、それから都市計画マスタープラン策定

事業に 200万円、湖南地区の土地区画事業に 200万円、合わせて 500万円を充当す

るものでございます。その他記載のとおりでございますが、４節の国民年金印紙売

捌代 1,467万円ということで、制度改正によりまして昨年は２億何千万円という金

額が上がっておりましたけれども、制度改正によって経過措置分のみ今年度は記載

をさせていただいた。来年度はなくなるということであります。

20款町債、１項町債、１目総務債でございまして、２節減税補填債になります。

1,760 万円、これも地方特例交付金と同様で、平成11年度実施の恒久減税、これに

よります影響額の４分の１を当起債で補填をするというものでございます。

２目民生債でございますが、１節社会福祉債 3,910万円、特別養護老人ホームの

送迎車の購入ということで、車いすの乗降装置つきのものを買うものであります。

それから特別養護老人ホームの給水給湯設備改修事業債でございます。これもボイ

ラーの給水設備の老朽化で、もう限界であるということでございまして、平成14年

度当初で実施をするものでございます。なお、今年度からの変更の１つとして、こ
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れらの事業債の後に三角括弧みたいなもので、それぞれ起債の種類を載せてござい

ます。とりあえずこの２本につきましては、北海道の振興基金を借り入れるもので

あるということで道基金と書いてございます。

３目衛生債、１節でございますが、斎場の改修事業債、これも道の基金。屋上、

外壁を中心に補修をする財源でございます。一般会計出資債、資料で説明のとおり

水道会計出資金の財源、全額財源ということであります。

それから、４目農林水産業債、１節農業債でございます。それぞれ括弧で一公と

書いてございますが、これにつきましては、一般公共事業債の略でございます。そ

れから道営公共牧場事業債で草地と書いてありますが、これも草地整備事業債とい

うことでございまして、それぞれ起債の種類で第３表の地方債の一覧と対比してい

ただければよろしいかと思います。

それから、２節林業債でございます。奔渡小規模治山事業債、自災と書いてござ

いますが、これは自然災害防止事業債。それから辺地はおわかりだと思いますし、

公的森林整備推進事業債とあります。従来の公的分収林というものの名称が変わっ

たものでございます。

それから、３節水産業債でございます。地域水産物供給基盤整備事業債というこ

とで、厚岸西部地区の離岸堤及びウニ、アサリ漁場、これらの整備をする道営事業

の負担金に対する起債、一般公共事業債を使うものであります。

58ページになりますが、６目土木債３億 1,130万円、２節道路橋梁債でございま

すが、一番上、港町で臨道と書いてございますが、これは臨時地方道整備事業債、

過疎というのは過疎対策事業債ということになっております。それから３節河川債

で門静小川でございますが、臨河と書いてございますが、これは臨時河川事業債と

いうことになります。５節公園債、児童公園のトイレの整備事業。それから６節住

宅債、それぞれでございますが、町営住宅の梅香団地の事業債は公営事業債の対象

になりませんので、北海道の基金を使う。本来の宮園の方は公営住宅整備事業債を

使うということになります。

７目消防債でございます。

８目教育債でございますが、１節教育総務債、教員住宅の建設ですが、一単とあ

りますが、これは一般単独事業債ということになります。

それから、10目臨時財政対策債でございます。本年度は４億 1,400万円、昨年度
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が当初が１億 5,630万円でございましたので、差し引き２億 5,770万円の増という

ことになります。これが地方財政計画によりまして地方財源不足を埋める赤字地方

債ということになっていまして、本来でありますと地方交付税で地方に交付される

べきものが、そのかわりとして起債発行を許可されるものでございます。昨年は国

ベースで１兆 4,400億円だったものが、本年度は３兆 2,300億円、町ベースでは１

億 8,820万円だったものが、今年度は 2.2倍の４億 1,400万円となるものでござい

ます。

以上で歳入を終わらせていただきます。

60ページをお開き願います。一般会計の歳出でございます。

１款議会費、１項議会費、１目議会費でございまして、１万 5,000円の増。節説

明の内訳はごらんのとおりでございます。しかも右の方になりますが、業務別に61

ページに沿って説明させていただきますが、上の方に財源内訳と書いて、それぞれ

の款項目別にそれらに使用する財源内訳ということで議会費はすべて一般財源とい

うことでございます。議会事務局総務係とありますが、ここが責任主体と申します

か、事務執行のところだと。所管課、所管係ということになります。

業務別でございますが、議員報酬等の経費 7,487万 5,000円、議会運営業務に係

る経費が 845万 2,000円、一番下になりまして、町議会だよりの発行経費が 160

万 6,000円、63ページになりますが議会事務局費、議会事務局に係る経費が 223万

8,000 円ということで、それぞれの業務別に経費の節、細節、細々節、それらが計

上してございますので、ごらんのとおりということになります。

64ページに移らせていただきますが、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管

理費 7,513万 7,000円、比較として 544万 4,000円昨年度より減額となっておりま

す。財源内訳はそれぞれ記載のとおりでございます。担当は総務課、総務係が所管

ということになります。

まず、総務一般でございますが、その下括弧書きで（国その他一財）と書いてご

ざいます。これがこの業務に係る財源内訳ということになります。総務一般の業務

経費が 2,167万 4,000円ということになっております。内訳はここに書いたとおり

でございますが、次のページごらんいただきたいと存じます。総務一般以外に業務

として、表彰者の審査委員会４万 7,000円、特別職報酬等審議会が４万 2,000円、

町表彰名誉町民業務経費が 134万 1,000円、文書校正業務経費が 999万 8,000円と
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いうことで、とりわけこの一番下にありますが、町例規類集の管理委託料、昨年度

データベース化した町例規類集でございますが、これが今度は管理委託料として新

たに新規事業として計上されたということであります。

続きまして、69ページになりますが、庁内印刷 304万円、主に賃金と、それから

庁舎の町民広場業務経費、主に光熱水費であるとか委託料であるとか、それから夜

警員さんの賃金ということで 3,862万 3,000円がそれぞれ節別に計上になっており

ます。

71ページになりますが、同じく行政改革推進委員会の経費が37万 2,000円、内訳

は報酬と費用弁償であるということになります。２目簡易郵便局費 136万 9,000円、

これも総務係担当でございまして、簡易郵便局業務経費、その他 136万 9,000円と

ありますが、これは雑入のところにあります簡易郵便局の取扱手数料ということで、

その他の計上であります。

３目の職員厚生費 1,074万円でございます。担当は総務課の職員係ということに

なりますが、人事給与管理業務経費 195万 2,000円、とりわけ特別旅費といたしま

して、北海道と村山市へ派遣する職員の特別滞在経費、旅費ということであります。

73ページでございますが、職員福利厚生健康管理業務経費になりますが、主に健

康診断委託料を中心にしまして、総額 878万 8,000円の予算計上ということになり

ます。

４目の情報化推進費 7,657万円の計上、昨年度に比べて 2,289万円減であります。

昨年度に実施いたしました総合行政ネットワーク整備事業の終了とシステム借上料

の減、それから住民基本台帳ネットワーク事業費の減、それらが主な要因となって

おります。右にまいりますが、こちらは総務課の情報課推進係が担当でございます。

情報公開審議会業務、個人情報保護審査会業務、それぞれの業務ということで経費

でございます。

それから、75ページ情報化推進一般として 102万 4,000円、情報公開、個人情報

保護経費１万 2,000円、総合行政情報システム事業経費、業務経費で主に委託料で

あるとかシステムの借上料等、賃借料ということになりますが、 6,408万 2,000円

の計上ということになります。それから町長の予算執行方針にもありましたが、住

民基本台帳ネットワーク業務経費、昨年から継続実施分でございますが、本年度は

692万円、すべて一般財源ということになります。
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77ページになりますが、職員研修業務経費 434万 3,000円でございます。これは

町長の公約といたしまして、職員の意識改革と行政執行能力の向上を図るために、

北海道と村山市へ各１名派遣するとともに、海外派遣研修１名分及び一般研修費の

充実、それから特別旅費、委託料、負担金などの増額をもってこれらの計上を図っ

たものでございます。特別旅費、それから研修委託料、負担金は職員研修負担金、

それぞれ増額になっております。

５目交通安全防犯費 1,149万 2,000円でございます。担当は総務課の交通防犯係

でございますが、交通安全指導員経費 140万円、交通安全業務経費 400万 6,000円

ということであります。

79ページになりますが、防犯業務経費につきましては93万 2,000円、それと今度

は投資的経費になりますが、交通安全広報車購入事業、新規でございまして、従来

のパトロール車が老朽化するために更新するものでございますが、一般財源 230万

4,000 円とありますが、防衛庁調整交付金充当事業でございますが、当補助金につ

いては一般財源扱いでございますので、このような計上形態になっております。

なお、投資的経費分につきましては以後いろいろ出てまいりますけれども、先ほ

ど申し上げましたが、予算資料の12ページから34ページにわたって、それらの詳細

な内容あるいはそれぞれの財源が載っておりますので、ご参照願いたいと思います。

その下の交通安全施設整備事業、交通安全交付金で実施をするもので、これも一

般財源扱いでございますので、財源内訳は一般財源ということになっております。

６目企画費 1,040万 8,000円、比較として 426万 2,000円の増額ということにな

っておりますが、従来の地域振興費とあったものは廃目をいたしまして、企画費で

すべて統合を図ったものでございます。担当は企画財政課の企画係。企画一般業務

といたしましては 298万 6,000円が入っておりますが、この中で81ページでござい

ますが、企画業務一般の中の一番下、補助金ということで生態工学会厚岸シンポジ

ウム50万円掲載してございますが、とりわけこれを中心に使用料、賃借料というこ

とになりますが、循環型の農林水産業の構築を模索いたすべく、かつてのセールス

学会、今改称して生態工学会と申しますが、そこで厚岸シンポジウムを本年７月中

旬に開催するための当町としての経費計上ということになります。

各種計画策定業務、これは３カ年計画などの策定経費でございます。国土法事務、

町史編へん業務経費 442万 9,000円、主に賃金と委託料ということになります。
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83ページで国際地域交流ということで、本年度の主な内容は、村山市の職員訪問

研修の経費でございます。まちおこし補助金につきましては、制度見直し中でござ

いまして、今後、条例、規則改定予定でございますが、今回は当初でございますの

で、利子分のみ計上しております。

湯楽プラン調査研究事業ということで、その他 100万円は産炭地域の振興事業助

成金ということであります。とりわけ特別旅費が 152万 4,000円で多いんでござい

ますが、これを中心にいわゆる海水温浴、タラソテラピーにつきましても、それら

の先進視察等調査研究するために、町民モニターというものを公募をして、それら

の施設の体験をするという企画が、それの主な事業内容でございます。

７目文書広報費 667万円、担当は企画財政課の広報広聴係でございます。広報業

務、主に広報紙の印刷費を中心に 660万 4,000円でございます。それから85ページ

の広聴業務、２年に一度町づくり懇談会を年度明け早々に実施する。それの経費で

ございます。

８目財政管理費 232万 4,000円の計上でございます。担当は企画財政課の財政係

であります。財政管理一般としては96万 7,000円、それから役場庁舎全体の共通物

品の調達、これに 105万 7,000円、それは財政調整基金10万円、減債基金、地域づ

くり推進基金、それぞれ10万円。これらは従来独立した１目で計上しておりました

けれども、今回廃目ということにしまして、財政管理費の中に統合するという形に

させていただきました。

86ページに移らせていただきますが、９目会計管理費でございます。 165万

6,000円、所属は収入役所属の出納係であります。会計管理 165万 6,000円。

10目財産管理費19万 8,000円で 400万円ほど大幅に減額になっております。本目

につきましては、町有地の管理経費のみに計上することにして、職員住宅の管理経

費であるとか、賃借料などは従来はここにありましたが、すべて土木費の住宅管理

費へ移しかえということをさせていただいたものでございます。内訳は記載のとお

りであります。

11目車両管理費 1,564万 2,000円の計上であります。担当は管理課車両係であり

ます。公用車の管理業務、それから自己資金の車両譲渡償還金業務であります。

２項徴税費、１目賦課納税費ということになります。 3,286万 4,000円でござい

ます。この科目につきましても、従来町民税費あるいは納税徴収費、資産税費、そ
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れぞれ目を独立させておりましたけれども、今般業務別、担当別にそれらがきちっ

と峻別できることから、３目統合して賦課納税費と１目で統合させていただいたも

のであります。

そこで担当がまず税務課の町民税係が担当の町民税課税業務経費 851万 9,000

円、主に13節の委託料を中心に金額の計上になっております。それから、同じく税

務課の納税係ですが、町税収納業務経費ということで 912万 1,000円、主に納税貯

蓄組合の補助金であります。それから同じく資産税係が担当する固定資産評価審査

委員会あるいは特別土地保有税審議会、93ページになりますが、資産税課税業務経

費 1,519万 2,000円ということになりますが、主にこれらの客体の評価に伴います

委託料、それぞれ経費内訳は記載のとおりでございます。

３項戸籍住民登録費、１目同名であります。 399万 4,000円、担当は町民課の窓

口サービス係でございます。戸籍住民台帳業務経費が 144万 9,000円、外国人登録

業務、湖南地区出張所の業務経費、主に事務室の借り上げ料ということになりま

す。上尾幌駐在所の業務経費が13万 3,000円。

４項の選挙費、１目選挙管理委員会費であります。選挙管理委員会が所管であり

まして、選挙一般は54万 7,000円の経費等々になってございます。

それから、96ページ、２目道知事・道議会議員選挙費でございます。記載のとお

りであります。４目町議会議員選挙費であります。来年度実施のための準備経費と

いうことであります。36万 6,000円。

98ページ、７目農業委員会委員選挙費でございます。記載のとおりであります。

今年度実施予定であります。

５項統計調査費、１目統計調査総務費でございますが、企画財政課の企画係所管

であります。統計一般、それから工業統計調査、 100ページ目にいきますが、石油

消費構造調査、商業統計調査、学校基本調査、住宅土地統計調査、就業構造基本調

査、これらのそれぞれの調査項目に係る経費を記載してございます。

６項監査委員費、１目監査委員費でございますが、それも担当事務局、記載のと

おりでございます。

続きまして、 104ページに移らせていただきます。民生費であります。

３款民生費、１項１目社会福祉総務費であります。２億 5,810万 3,000円、

7,979 万 7,000円の増であります。国保会計繰出金の増が主な要因であります。担
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当は保健福祉課の社会福祉係、社会福祉一般。金額が大きなものとして、補助金の

ところにあります社会福祉協議会が 3,170万 2,000円、社会福祉センター運営費が

1,297万 3,000円、これらが主に盛られているものであります。

民生委員推薦会業務経費、戦没者追悼式に係る業務経費、福祉灯油を供給してい

る業務経費、災害見舞金経費であります。それから保健福祉課の介護保険係が担当

します保健福祉総合センターあるいは健康広場の業務経費でございます。それぞれ

1,303万 1,000円になりますが、節説明欄記載のとおりであります。

109ページになりますが、国民健康保険特別会計の繰り出しになります。議案第

２号特別会計で説明をさせていただきますが、対前年度当初比で 8,164万 8,000円

の増ということであります。２目心身障害者福祉費でございますが、それぞれ障害

者福祉一般、身体障害者ホームヘルプサービス経費等々書いてございます。

111ページに移らせていただきますが、身体障害者（児）日常生活用具給付費、

それから身体障害者の交通費助成、身体障害者福祉電話貸与業務、身体障害者ふれ

あいフェステバル業務であります。それと今度は母子通園センターの経費 614万

6,000円、主に賃金でございます。

続きまして、３目心身障害者特別対策費 4,389万 4,000円、それぞれ重度身体障

害者医療に係る経費の計上であります。

４目老人福祉費でございます。４億 3,580万 9,000円、約 4,000万円の増になっ

ておりますが、老人福祉の一般、それから介護予防生活支援 1,914万 3,000円。そ

れから介護支援センターが担当いたします 117ページ、介護予防生活支援業務の経

費であります。それから在宅介護支援センター業務 773万 4,000円とありまして、

委託料のところで新規といたしまして、地域型の在宅介護支援センターの実施委託

料書いてございます。社会福祉協議会に委託をして、在宅要援護老人及び介護者の

調査支援、これを行うものでございます。

119ページになりますが、担当が高齢者福祉係になりますが、老人クラブ運営支

援経費、老人保護措置費経費、老人日常生活用具給付経費、福祉バスの運行経費、

主に社会福祉協議会に対する委託料であります。老人入院見舞支給業務、高齢者住

宅改造費助成、高齢者バス乗車券の助成業務、それぞれ記載の金額が経費として計

上してございます。デイサービスセンターの診断料の助成、扶助費を中心に在宅寝

たきり老人等介護手当支給ということになります。一番下の敬老年金、敬老会業務
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1,860万 3,000円。主にこれらの扶助費については老人福祉基金 3,000万円です

が、それらを個々に充当して格好にはなっております。

続きまして、 123ページになりますが、とりわけ一番下の介護相談員等派遣業務

経費94万円計上しておりますが、これも本年度から始めるものでございまして、介

護相談員を設置をし、介護サービス施設等を訪問しながら、利用者の相談やいろい

ろな苦情の処理をしようとするものでございます。

125ページでございますが、サービス事業者の振興費50万 6,000円を中心に、そ

れぞれ業務別に記載のとおりでございます。

なお、下から２段目以降、これらについては特別会計で改めてその内訳を説明を

させていただきます。

127ページになりますが、デイサービスセンターの車いす式入浴装置の整備事業、

まさに事業名のとおりでございます。特老の送迎車の購入、それから特老の給水給

湯設備、ボイラーの設備が老朽化よって取りかえ、改修をするものである。先ほど

申し上げたとおりでございます。

５目国民年金費でございます。 1,500万円ほど計上して２億 4,074万 4,000円減

になっております。町長の執行方針とか概要説明でも触れましたとおり、本年度か

ら保険料の納付先が町ではなくて国直接ということになりますので、昨年度まで２

億 5,000万円どあった国民年金印紙購入費、これらが経過措置分を残しまして予算

計上の必要がなくなりました。そのための大幅な減額ということになります。

６目自治振興費でございます。自治振興一般で 241万 9,000円の計上。主に補助

金のところで各自治会の助成金がその内容であります。その２つ下になりますが、

コミュニティ遊具設置事業、その他 250万円は、コミュニティ助成金を内定を受け

まして、一応宮園中央公園のコンビネーション遊具一式を整備するという 260万円

の計上になっております。

７目社会福祉施設費でございますが、町民課の自治振興係所管ということで、コ

ミュニティセンター、宮園、太田南、上尾幌、それらのコミセンの分の経費 149万

5,000円であります。

131ページになりますが、集会所業務経費ということで約 600万円近く計上。生

活館は湾月町のみでございます。

133ページでございますが、生活改善センター 550万円ほど計上してあります。
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この業務ですが、主に委託料、商工会に委託しております施設管理事務委託料など

であります。この生活改善センターの業務は、従来は農林水産業費にありましたけ

れども、こちらの方に移行させていただいたものであります。

２項児童福祉費でございます。１目児童福祉総務費 1,917万 8,000円、担当は保

健福祉課の社会福祉係。児童福祉一般業務、それから 135ページになりますが、僻

地保育所がこの中に入っております。それぞれの施設ごとに床潭の僻地保育所、そ

れから 137ページは太田の僻地保育所、 139ページは門静の僻地保育所、 141ペー

ジは尾幌の僻地保育所、それから 143ページになりますが、その他僻地保育所にか

かわる業務として、主に補助金になりますが、施設、保育所の運営費 441万 8,000

円という計上であります。

２目児童福祉費 3,150万円、児童手当の関係であります。

３目母子福祉費 611万 7,000円でありますが、それぞれ医療費含めて記載のとお

りであります。

４目児童福祉施設費でありますが、児童福祉一般 108万 7,000円、それから子育

て支援センター業務経費が 364万 8,000円計上になっております。これは本年度か

ら新設するものでございまして、子育て相談指導であるとか、幼児の虐待対策、こ

れらなどにも当たるために臨時保育士の１名を配置して実施をするというものでご

ざいます。

147ページになりますが、今度は認可保育所になりますが、真竜保育所の業務経

費 1,584万 7,000円、それから 149ページ、同じく真竜保育所の世代間交流という

ことで25万 5,000円の企画経費になっております。それから厚岸保育所は 1,679万

2,000 円、 151ページも同じ世代間交流であります。 153ページは宮園保育所の経

費であります。 155ページからは奔渡保育所になっております。それと 157ページ

の一番下になりますけれども、厚岸保育所の園庭整備事業ということで投資的経費

ですが、旧公民館跡地、梅香町になりますけれども、厚岸保育所の園庭といたしま

して、排水あるいはフェンス、駐車場、道路、これらを整備しようとするものでご

ざいまして、防衛庁の調整交付金を充当実施をするというものでございます。

５目児童館運営費でございます。それぞれ業務一般と書いてございますが、ユウ

ユウ児童館施設ごとに 161ページは子夢希児童館、それぞれ記載のとおりでござい

ます。
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４款衛生費でございます。１項１目衛生予防費でございます。節内訳はごらんの

とおりでございます。２目健康づくり費、従来の保健指導費と言われていたもので

ございますが、名称を変更させていただきました。右で健康づくり一般、それから

167ページで老人保健経費ということで記載しております。

169ページ母子保健、予防接種等々、結核、エキノコックス等それぞれ所要経費

が書いております。

173ページをごらんいただきたいと存じます。子供の心の健康づくり、これは新

規であります。健やか親子健康日本21概要版の作成普及と地域ネットワークを図ろ

うというものでございます。内容的には児童虐待防止協議会の設立であるとか、講

演会あるいはさまざまな事例検討会、これらを開催する予定であるということであ

ります。

続きまして、 174ページでございます。３目墓地火葬場費であります。比較とし

て 1,000万円ほどふえておりますが、斎場の改修事業による増ということでござい

まして、節内訳は１報酬からごらんのとおりとなっております。

177ページになりますが、今申し上げましたとおり、斎場の改修事業ということ

でポーチスロープであるとか屋上防水、外壁改修及び１号炉、２号炉の転送装置の

改修、それらが主な内容であります。

４目水道費であります。それぞれ水道事業会計に対する補助金、出資金、それか

ら簡易水道の繰出金であります。

５目病院費であります。２億 9,828万円、昨年度当初に比べまして 1,201万

4,000 円の増であります。これにつきましては、公営企業法の繰り出し基準に定め

られた項目に基づきまして当初段階で算定させていただいたものでございます。

６目乳幼児医療費、それぞれ記載のとおりであります。

廃目になっております保健指導費、これは先ほど言いましたが、健康づくり費に

変更。それから環境対策費と水鳥観察館運営費とありますが、これは項を変えまし

て２項の環境政策費の方へ移行するということでございます。

そこで２項の環境政策費でございますが、従来の２項の清掃費とあったところを、

計上内容に応じまして環境政策費とこのたび改めさせていただいております。

１目環境対策費であります。この環境対策費につきましても、１項から２項へ移

行させていただいて、 1,113万 3,000円の計上である。節説明、内訳は記載のとお
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りでございます。

181ページになりますが、環境マネジメントシステム業務経費、ＩＳＯの関連経

費でございまして、消耗品を中心に、この中には町長の予算執行方針にもありまし

たが、商品袋、ごみ減量のためのエコバッグ町民モニターの試行経費、これらを含

んでございます。

180ページの水鳥観察館運営費でございますが、１項から２項へ移したのは先ほ

ど申し上げたとおりでございます。

さらに 182ページ、廃棄物対策費でありますが 1,101万円、それぞれ業務は審議

会と一般ということで記載のとおりであります。

184ページのごみ処理費につきましても、それぞれごみ処理場が担当でございま

すが、ごみ処理場一般、それからごみ処理場の管理経費ということで 2,000万円ほ

ど計上してあります。主に光熱水費と委託料関係が中心になっております。それか

らごみ収集、ごみ処理場の運転業務経費ということで１億 3,650万円、 189ページ

にわたりますが、それぞれ記載のとおりでございます。それと一般廃棄物の 終処

分場の建設事業ということでございまして、 終処分場の基本計画の策定委託料、

平成15年、来年度から実施いたします本体工事の事前調査と、それから施設の基本

計画を行うものが主なものでございます。

５目し尿処理費でございます。 7,437万 1,000円、これらにつきましても、それ

ぞれ記載のとおりということになって、 191ページまでにわたりまして、それぞれ

業務ごとに記載してございます。

なお 190ページの下ですが、従来の２項清掃費計上分は、形式といたしまして、

廃項、廃目扱いという形にさせていただきます。

192ページ、５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費 1,286万 8,000

円、節区分、金額、記載のとおりでございます。担当は農業委員会でありまして、

３つの業務に分かれております。

２目農業振興費１億 2,487万円、 1,300万円ほど減額になっておりますが、これ

は減額要因は中山間の支払交付金の減であるということでございます。それぞれ農

業振興係所管で、農業振興一般から酪農経営資金利子補給等々利子補給関係、それ

から酪農ヘルパーの助成事業、 197ページになりますが、大きいものとして中山間

地域等支払推進事業１億 1,000万円、これらを中心に、それからその下の農村整備
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係が担当いたします資源循環型の農業試験栽培事業、ハーブの試験栽培でございま

して、財源内訳のその他というのは生産物の売り払い収入ということになっており

ます。

３目畜産業費でございます。昨年に比べて大幅にダウンしておりますが、矢臼別

周辺の牧柵整備事業助成事業、牧柵の方でございますが、これが昨年度で完了した

ことによります減額であります。畜産業費、畜産業一般等々、事業についても乳牛

検定事業までございます。

４目農道費でございますが、それぞれ４本の事業費が縮減したために昨年度より

1,300 万円ほど減額になっておりますけれども、道営太田北地区農免農道整備事業

初め４本の農道整備事業等がこの中に含まれております。

200ページになりますが、５目農地費でございます。比較として昨年度よりも１

億 2,300万円ほど減額になっております。これは昨年度実施事業の終了によるもの

でございまして、あるいは農地の償還金であるとか片無去の方の畜産基盤再編総合

整備事業、これらの公共事業抑制にかかわる減額が主なものでございます。事業と

しては書いてございますが、道営の公共牧場整備事業からそれぞれ予算資料に内訳

が書いてございます。ただ下から２番目の厚岸東部地区畜産基盤再編整備総合事業、

これは新規でございます。 2,727万 9,000円でございますが、地区といたしまして

は糸魚沢、若松、トライベツ地区ということになります。その他内訳は 203ページ、

205ページのとおり、それ以外は継続事業ということになります。

206ページになりますが牧野管理費１億 2,559万 3,000円ということで、担当は

農政課の町営牧場でございます。運営委員会業務費、それから町営牧場の運営経費

１億 2,549万 7,000円ということであります。

それから７目農業施設費につきましても、それぞれ右欄記載のとおり、尾幌地区

の農業研修センター、それから、農業農村活性化施設として尾幌の酪農ふれあい館

あるいは上尾幌の体験農園、これらの事務経費であります。内訳は 211ページのと

おりとなってございますので、省かせていただきます。

８目農業水道費でございます。比較 2,300万円ほど減っております。これは昨年

度の太田第１地区の配水管布設替え事業、これが終了しことによる減額ということ

になっております。水道課の水道業務係担当でございまして、農業水道一般業務。

それから水道料金の計算収納業務 213ページでございますが、それから水質検査、
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農業水道施設、 215ページの検満、新設メーターの取りかえ。検満63台、新設４台

分の計上ということになって、例年どおりのものでございます。

９目堆肥センター費でございます。 1,900万円ほど計上でございますが、担当は

農政課の町営牧場ということで堆肥センター経費、それぞれ記載のとおりでござい

ます。

216ページでございますが、２項林業費に移らせていただきますが、１目林業総

務費、それぞれ記載項目のとおりでございます。

218ページの林業振興費、奔渡町の小規模治山事業から始まりまして、それぞれ

例年の継続してある事業が 221ページにまたがってあります。とりわけ 221ページ

の町民の森造成事業ですが、本年も苗木の購入植栽 2,500本を予定しております。

３目造林事業費でございます。 1,400万円ほど減額になっておりますが、造林事

業、括弧書きでありますが、道、地方債、一財とありますが、この財源をもって今

年度も 7,500万円で実施するものであります。

それから、 223ページ、先ほども触れましたが、公的森林整備推進事業、従来の

公的分収林というものの名称変更であります。

４目林業施設費でございます。緑のふるさと公園の運営業務経費 115万 1,000円、

それから木工センター 725万 5,000円、主に委託料の 225ページですが、木工セン

ターの管理委託料、委託先は森林組合であります。

３項水産業費であります。１目水産業総務費 609万 3,000円ということで、担当

課は水産課の水産振興係であります。水産業一般、船員法事務、海岸管理。

２目水産振興費でありますが、同じく水産振興一般、内訳は下記のとおりであり

ます。それから下の方になりますが、地域水産物供給基盤整備事業（増養殖）とあ

ります。かつての沿岸漁場整備開発事業でございます道営の負担金事業でありまし

て、離岸堤１基とウニの囲い礁の造成等であります。 229ページになりますが、ヒ

トデ駆除から始まりまして、門静の海岸のホッキ漁場まで、これらいずれも漁業協

同組合との共同事業負担金事業ということになります。

230ページでございます。３目漁港管理費でございます。水産課、水産振興係で

漁港管理一般、漁港施設、廃油処理施設、それぞれ業務ごとでございます。

232ページ、４目漁港建設費、記載のとおり。

５目養殖事業費でございます。 233ページのカキの種苗センターでございます。
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これの業務経費であります。その他 908万 8,000円、種苗実費収入も見込みまして、

３年間の試験機関を終えまして、直営体制のもとに種苗売上 1,080万円を見込むも

のでございます。所要経費は下記のとおりであります。

それから、次の 235ページ、カキ種苗生産とありますが、これについても売り払

い代を充当する。その他でございますが、直接生産に要する薬品代関係が主なもの

であります。あるいはえさ用のフィルターとか、そういうものの消耗品の購入とい

うことになっております。

６目水産施設費でございます。 462万 6,000円、それぞれ漁村環境改善総合セン

ター、奔渡の漁村センターの経費、それから 237ページの床潭の漁村センターの経

費、水産種苗センター、筑紫恋にありますいわゆるウニセンターでございますが、

それらの経費 104万 5,000円の計上ということになります。

238ページになりますが、商工費、１項商工費、１目商工総務費でございます。

担当は商工観光課、商工労政係になります。商工一般、商工施設、消費生活、労働、

それぞれ業務別に次のページにわたりまして季節労働者対策まで、それぞれの業務

に要する経費内訳が記載してございます。

２目商工振興費でございます。特に比較として 3,500万円ほど減っておりますが、

何度も申し上げているとおり、信用保証協会に対して融資貸し付けの原資を貸し付

けるという 3,500万円が制度的になくなったというものでございます。

それから、 241ページはそれぞれ記載のとおりでございます。商工振興一般、金

額的には次の 243ページになりますが、商工会に対する補助金が 1,550万円という

のが主なものでございます。

それから、 243ページの同じく小規模商工業者設備近代化資金の貸し付けという

ことでございまして、従来は何度も申し上げていますが、基金 6,000万円を間接的

な原資として金融機関に預けて、金融機関にそれらの運用等含めて手数料として支

払っておりましたけれども、今般それらの原資については基金で預け入れしなくて

も銀行プロパー資金で活用できるということになりまして、利子相当分を本人に利

子補給するというものでございまして、無利子貸付制度は存続するというものであ

ります。手数料は従来の手数料の分、債務負担を組んでいる分であります。新たに

小規模商工業者近代化資金の利子補給ということで50万円を今年度から計上してお

るものでございます。
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中小企業融資、これも原資の貸し付け、信用保証協会に 3,500万円やっておりま

したが、ペイオフの関係で廃止ということになりまして、同じく銀行プロパー資金

を活用して、信用保証料は従来どおり町が負担するという制度はそのまま存続いた

します。

中心市街地活性化基本計画策定事業、昨年度実施予定の 終報告書の印刷が本年

度にずれ込んだものでございます。

３目食文化振興費でございます。担当は食文化振興係であります。食文化振興一

般経費38万 4,000円、味覚ターミナル道の駅 1,518万 5,000円、主に13節の委託料

になってきますが、味覚ターミナルの管理委託料 245ページですが 1,294万 9,000

円の計上。物産交流、宣伝等の業務経費であります。

４目観光振興費でございます。担当は観光係ということになりますが、審議会、

観光振興一般 680万円ほどですが、主に 247ページにありますとおり、厚岸観光協

会に 579万円の補助金ということになります。あと観光宣伝、桜保護育成、アヤメ

保護育成、それぞれの業務経費でございます。

５目観光施設費でございますが 7,548万 7,000円の計上、 4,895万 2,000円増に

なっておりますが、事業絡みの増であります。同じく観光係が担当ですが、子野日

公園に係る経費、臨時職員賃金の経費が主であります。愛冠の野営場、主にこれは

愛冠野営場管理ということで、高齢者事業団に対する委託料が主な内容であります。

その他の観光施設、次のページに記載のとおりでございますが、やはり委託料関

係が中心の維持管理経費でございます。子野日公園のトイレ整備事業 251ページで

ございます。老朽化をし、くみ取り式で身障者用もない。現施設の改築は観光協会

初め町民からも要望が多く、今般厚岸町の観光の顔として、それらの要望にこたえ

るべく事業実施をするものでございます。財源は防衛庁の調整交付金でありますが、

一般財源扱いですので表上の財源内訳は一般財源ということになります。

７目土木費であります。１項１目土木総務費、記載のおとり、２目土木車両管理

費、それぞれ記載のとおりでございます。

３目土木用地費、これまた業務別に２つに分かれておりますが、記載のとおり。

254 ページの地籍調査費につきましても、字名等改正審議会を含めまして、それぞ

れ業務ごとに分かれております。

256ページに移らせていただきます。２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費
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7,881 万 9,000円であります。道路橋梁一般、管理課管理係担当所管であります。

道路橋梁管理、経費内訳は記載のとおりでございます。

259ページ、道路照明管理、主に電気料であります。光熱水費、電気料、道路の

照明の電気料であります。糸魚沢茶内原野幹線横断管渠整備事業、これはボックス

カルバート１基、20メートル、幅２メートルの整備ということになります。それぞ

れの記載のとおりの事業ということになります。それぞれこれらは投資的経費です

ので、予算資料の後ろの方でご確認をいただきたいと思います。

２目道路新設改良費でございます。昨年度より１億 700万円ほど減になっており

ますが、トラベツ道路の補助事業がダウンしたことが要因です。土木係担当で、床

潭末広間道路の舗装事業、北海道代行事業の改良を道がやっておりますが、それの

舗装事業が厚岸町がやるということになります。床潭東３号道路、トライベツ改良

道路であります。それぞれ以下各道路改良舗装事業列挙してございますが、予算資

料と照らし合わせながらごらんいただければと思っております。記載のとおりでご

ざいまして、個々の説明、申しわけございませんが、省かせていただきます。

268ページをごらん願いたいと思います。３目除雪対策費であります。 2,112万

9,000 円の計上、除雪対策経費であります。これについては例年の例から補正予算

が伴うことが想定されますけれども、当初段階では前年度並みの財源確保を図った

ということであります。

３項河川費、１項１目河川総務費でございます。 9,900万円ほど減額になってお

りますが、別寒辺牛川の砂防ダムの事業費減によるものであります。河川管理業務、

それから別寒辺牛川の砂防ダム関係の13国債、14国債、それぞれ２本に分けて計上

しております。 273ページの汐見川の改修、門静小川の改修、事業費支弁人件費と

いうことであります。

274ページの４項都市計画費、１目でありますが、担当は建設課の都市計画係と

いうことで、それぞれ都市計画審議会業務から花のあるまちづくり業務、 277ペー

ジになりますが、都市計画決定業務の委託料ということで都市計画の変更決定をか

けるものであります。都市計画マスタープラン等策定事業、これも計画決定、全体

構想を策定するという内容でありまして、 200万円雑入は産炭地振興助成金という

ことになっております。

２目街路事業費であります。記載のとおり、厚岸大橋通りの舗装ということで、
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平成12年度から実施しておりますが、歩道のグレードアップ、これの継続でありま

して、防衛庁調整交付金を活用するものであります。

３目下水道費は特別会計で説明させていただきます。

４目土地区画整理事業費、湖南地区の土地区画整理事業 1,300万円ということで

ございます。その他の財源は産炭地の助成金。

279ページでございます。土地区画整理事業 1,300万円の実施ということで調査

計画案の作成委託料ということになっております。

５項公園費、１項公園管理費であります。公園施設ということで、宮園公園のパ

ークゴルフ場初め各児童公園の管理経費が 775万 3,000円あります。それからその

下、児童公園のトイレでありますが、整備事業ということで、本年度は港町の２号

公園、これを予定しているようであります。

６項住宅費、１目建築総務費、それぞれ記載のとおり、２目住宅管理費でありま

す。昨年度比 1,800万円ほどふえておりますが、職員住宅経費の移しかえ、あるい

は梅香団地の改修事業の実施、これに伴います増額ということになります。管理課

管財係所管の入居者選考委員会であるとか、町営住宅管理業務等々 283ページはき

のこ生産者住宅、職員住宅、 285ページ、その他ということであります。それから

町営住宅の梅香団地の改修事業ということで、56年建設棟の屋根外壁塗装改修一式

1,500万円ということでございます。その下は債務負担分であります。

３目住宅建設費でありますが、昨年度より１億円減っておりますが、公営住宅の

建設事業の事業費格差である。６号棟の着工経費であります。

287ページも住宅マスタープラン、現況の調査分析経費ということになります。

288ページになりますが、８款消防費、１項１目常備消防費ということで、右欄

ごらんのとおり、釧路東部消防組合に３億 4,128万 4,000円補助金を出すというこ

とであります。内訳詳細は予算資料の35ページ以降にこれらの内訳が記載しており

ますので、ごらん願いたいと存じます。それと消防広報指令車購入事業、これも防

衛庁の調整交付金を充当してありますために、一般会計分として計上するというも

のであります。約 400万円です。

２目災害対策費でございます。担当は総務課総務係ということで、防災会議、災

害対策、防災行政無線、それぞれの経費が書いてあります。避難場所、それと事業

といたしまして 291ページですが、一番下、災害避難場所の太陽電池灯、これを補



- 68 -

修をするということでバッテリーの交換10カ所想定をしております。

292ページに移らせていただきます。９款教育費、１項１目教育委員会費、担当

は教育委員会の管理課総務係であります。主に委員報酬であります。

２目事務局費でありますが、教育委員会の事務局費 360万 6,000円。

それから、３目教育振興費でありますが、それぞれ担当は学校教育係ということ

になります。 295ページの教育振興一般、町立教育研究所経費 317万 4,000円等々

がその内容であります。

４目教員住宅費でありますが、 1,800万円ほど減額になっておりますが、事業量、

昨年は２棟でございますけれども、本年度１棟減るということであります。教員住

宅業務 729万 8,000円、 299ページに書いてあるそれぞれの事業費あるいは償還額

でございます。

５目就学奨励費でございますが、奨学金等でございまして、それぞれ記載のとお

りであります。

６目スクールバス管理費でございます。右欄記載のとおりでございます。直営分

とバス会社の委託分の経費も分けて計上しているということであります。委託分に

つきましては、小中学校学校管理費からこの目に移行させていただいたものでござ

います。

副 議 長 休憩いたします。３時30分まで。 休憩時刻１５時００分

議 長 本会議を再開いたします。 再開時刻１５時３０分

休憩前に引き続き、新年度予算の提案理由の説明を行います。

企画財政課長。

企画財政 それでは、先ほどに引き続きまして 300ページからでございますが、２項小学校
課 長

費から説明を続けさせていただきます。

１目学校運営費でございます。担当は教育委員会管理課の総務係になりまして、

小学校運営一般、そして今度は厚岸小学校とありますが、以下それぞれ各小学校ご

とに業務配分経費、それらを明示してございますので、それぞれの説明を省かせて

いただきます。それぞれの学校ごとになっておりますので、 312ページへ移らせて

いただきます。

312ページ、２目学校管理費 3,639万円でございます。学校管理一般ということ
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で 1,562万 2,000円計上してございます。 315ページでございますが、それぞれ情

報通信教育であるとか備品関係、遠距離あるいは理科教育設備、それから、その下

にかつてご議論ありましたとおり、厚静小学校のトイレの改修ということで、簡易

水洗化、男女各１基ずつ改修するというものでございます。

３目教育振興費でございます。昨年度比 580万円ほど増額になっておりますが、

これは今年度の教科書の改訂経費によるものであります。小学校の業務の方ですが、

小学校教育振興ということで 1,500万円ほど計上しておりますが、主に賃金である

とか、それから３つの学校におけます障害児用の臨時指導員の配置経費が臨時職員

の賃金で 630万円ほど占めることになっております。それから 317ページですけれ

ども、消耗品が約 500万円近く計上してありますが、教科書の改訂に伴いますとこ

ろの教師用の教科書あるいは指導書、それらの購入が主なものでございます。

３項中学校費、１目学校運営費でございます。これもそれぞれ中学校運営一般以

下、厚岸中学校、それぞれ学校ごとに配分経費を明示しておりますので、逐一の説

明、省かせていただきます。

324ページへお進み願います。２目学校管理費 2,310万 6,000円であります。学

校管理経費 879万 4,000円計上ですが、その内訳はそれぞれ以下記載のとおりでご

ざいます。

326ページの教育振興費でございます。中学校教育振興業務ということで 741万

4,000 円、主に臨時職員賃金でございまして、１つの学校におけますところで身体

障害児の臨時指導員の配置経費ということになっております。それから小学校同様、

需用費の消耗品費で 340万円ほど計上しておりますけれども、教科書の改訂により

ますこれまた教師用の教科書、指導書の購入費ということになっております。

続きまして、 328ページ、幼稚園費になります。１目幼稚園費 387万 5,000円、

私立幼稚園の就園奨励補助という部分でＰＴＡの皆さんに支給される部分と私立幼

稚園の運営支援ということで95万円幼稚園に運営補助、助成がいくものであります。

330ページの５項社会教育費、１目社会教育総務費でございますが、青少年問題

協議会初め生涯学習係が所管ですが、社会教育委員、教育一般、青少年育成センタ

ー、とりわけ非常勤職員の賃金は主にセンターの所長の賃金ということになってお

ります。

333ページで社会教育活動、芸術・文化、それから友好都市子供交流ということ
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で本年度は村山市から子供たちを受け入れる。そういう年度になるものであります。

334ページの生涯学習推進費でございますが、それぞれ２つの業務に分けており

ます。３目社会教育施設費でございますが、右欄記載のとおり、公民館の運営審議

会業務経費、公民館の管理経費、公民館活動経費、そしてその下で中央公民館の末

広分館屋根改修事ということでありまして、昨年度に引き続きまして実施し、本年

度で完了というものでございます。

４目文化財保護費でございます。所管は文化財係が所管ということになりまして、

文化財専門委員会、 339ページの文化財保護経費ということになります。それから

338 ページになりますが、５目博物館運営費ということになります。従来の海事記

念館運営費というものがございましたけれども、それに郷土館と太田の屯田開拓記

念館、これらの経費を統合いたしまして、こういう博物館運営費という名称にさせ

ていただくものでございます。所管は海事記念館ということになりますが、業務は

以下記載のとおりでございまして、とりわけ 341ページの海事記念館の業務運営費

895 万 2,000円、プラネタリウム等含めまして、それぞれの経費でございます。そ

れから 343ページの郷土館の管理経費、太田屯田開拓記念館の管理経費、それぞれ

施設ごとに分けてございます。

345ページになりますが、郷土資料収蔵庫の建設ということで、先ほども収入の

ところで触れましたが、防衛庁の調整交付金を駆使いたしまして、床面積が 165平

米の収蔵庫を太田屯田開拓記念館の道路向かいの町有地上に建設しようとするもの

でございます。

６目情報館運営費でございます。昨年よりも 3,100万円ほど減額になっておりま

すが、昨年実施いたしました図書管理システムの更新であるとか、情報視聴覚設備

整備事業約 3,200万円の事業終了に伴います減額ということになっております。右

欄の業務ですが、情報館協議会、それから厚岸情報館、それぞれ必要業務経費。内

訳は以下のとおりでございます。

349ページになりますが、とりわけ情報通信技術講習業務経費ということで 212

万 9,000円、いわゆるＩＴ講習、町民におきまして好評につきまして、継続実施を

しようとするものでございます。

348ページの６項保健体育費でございます。１目保健体育総務費 876万 8,000円

の計上でございます。学校保健一般、それから児童生徒の健康診断経費、 351ペー
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ジは教職員の健康診断等々の経費を計上してございます。

２目社会体育費でございます。 2,414万 9,000円、教育委員会体育振興課の体育

振興係所管でございますが、社会体育一般経費、 353ページになると審議会経費等

々、それから体育施設によって、その必要経費を計上してございます。

355ページはスポーツ振興経費ということで、スポーツ振興助成を初め計上して

ございます。

356ページの３目温水プール運営費でございます。所管は温水プールでございま

して、温水プール経費、主に臨時職員賃金あるいは光熱水費の 517万 8,000円の計

上、これらが重立った内容でございます。

４目学校給食費でございます。所管は学校給食センターでございまして、運営委

員会から学校給食センターの経費、主に燃料費あるいは光熱水費、こういうものが

ウエートを占める内容となっております。

それから、 361ページの委託料でございますが、配食配送委託料 900万円の計上

ということになっております。それと 361ページ、一番下で学校給食センターの配

送用のコンテナの整備ということで、事業名称どおりの分でコンテナ11台分購入し

ようとするものでございます。

以上で教育費を終わらせていただきます。

362ページ、公債費でございます。１項１目元金で12億 4,107万 3,000円、昨年

度に比べまして 9,527万 4,000円の増額になっております。

２目利子４億 2,600万 7,000円、こちらの方は逆に 3,350万 1,000円の減になっ

ておりまして、その内訳は、それぞれ長期債の償還利子と一時借入金の利子 700万

円ですが、それぞれの内訳となっております。

３目公債諸費でございます。登録債の事務手数料でございますが、従来の財政管

理費の方から公債費関係でございますので、こちらの方に移行させていただいたも

のでございます。その他予算資料のところで説明させていただいたとおりでござい

ます。

364ページ、12款給与費、１項１目給与費でございます。21億 5,419万 2,000円

の計上、昨年度比 4,643万 8,000円の減ということになりますが、要因は予算資料

の説明でさせていただいたとおりであります。この給与費でございますが、所管は

総務課の職員係で、まずは全体の総括表、これらを業務としてそれぞれ記載してお
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ります。総括表の下になりますが、それ以降は特別職の人件費とそれから議会事務

局人件費、それから次のページになりますが、総務課の人件費であるとか企画財政

課の人件費ということで、それぞれ人数を書いて、それぞれの課ごとにどれだけの

所要経費がかかっているかというのを給与費のところで列挙させていただいており

ますので、ごらんいただければと思います。逐一の説明は、申しわけございません

が省かせていただきます。

376ページに移らせていただきます。13款予備費、１項１目予備費 700万円、前

年度同様でございます。

以上もちまして議案第１号 平成14年度一般会計予算第１条の説明とさせていた

だきます。

この厚い本書の１ページへお戻り願いたいと存じます。

続きまして、今までが第１条でございましたので、第２条債務負担行為でござい

ます。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表債務負担によるということになります。

本書６ページをお開き願います。

第２条でご承認をいただきたい案件でございますが、第２表債務負担行為５本の

事業でございまして、該当期間にわたりまして債務をそれぞれ負担するものでござ

います。これら含めまして 383ページから 386ページまで、本書の 383ページから

384 ページにわたりまして現段階で効力のある債務負担行為、これらを調書にして

一覧できるようにしてございますので、あわせてご確認をいただきたいと思います。

383ページに表がございますので、よろしくお願いいたします。

再び、本書の１ページへお戻り願いたいと存じます。

第３条の地方債でございます。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表地方債によるということになります。

７ページをお開き願います。

第３表地方債でございます。第１条歳入、20款町債のところで個々の地方債ごと

に起債の種類も含めて説明させていただきましたとおりであります。

なお 387ページ、後ろの方になりますが、本書の 387ページお開き願いたいと思

いますが、４、地方債に関する調書とあります。これを添付しておりますので、こ
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ちらの方もあわせて地方債総体の残高であるとか、そういう部分も書いてございま

すので、ご確認をいただきますようにお願いを申し上げます。逐一の説明は省かせ

ていただきまして、再び１ページへお戻りを願います。

第４条一時借入金でございます。地方自治法第 235条の３第２項の規定による一

時借入金の借り入れの 高額は、30億円と定めるということでございます。これは

30億円の限度額は昨年と同様であります。

以上をもちまして議案第１号の説明を終わらせていただきます。

続きまして、本書の８ページへ移らせていただきます。

議案第２号 平成14年度厚岸町国民健康保険特別会計予算でございます。

平成14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条歳入歳出予算であります。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13億

9,971万 1,000円と定める。

２項として、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

歳出予算によるということになります。

次の９ページでございますが、第１表歳入歳出予算であります。10ページにわた

りまして記載のとおりでございますが、事項別に説明をさせていただきます。

本書の 390ページをごらんいただきたいと思います。

国民健康保険特別会計の歳入からでございます。

１款国民健康保険税、１項１目一般被保険者国民健康保険税４億 5,513万 7,000

円、２項として退職被保険者等国民健康保険税 2,918万 5,000円計上、それぞれ右

のページに内訳記載のとおりでございまして、現年課税分を94％、滞納繰越分を50

％の徴収率を基本的には見込んだものでございます。

２款分担金及び負担金、２項１目でございますが、がん検診負担金がその内容で

あります。

３款国庫支出金、１項１目事務負担金16万 9,000円。

392ページに移らせていただきますが、２目療養給付費等負担金４億 578万

4,000円、２項国庫補助金、１目財政調整基金１億 4,218万 5,000円の計上。

４款療養給付費交付金、５款道支出金、１目財政健全化対策道補助金、それから

７款共同事業交付金でございます。右の方に書いてございますとおり、この共同事

業交付金内訳は、高額医療費の共同事業交付金、同金額になっております。
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８款繰入金１億 9,328万 9,000円、昨年度に比べまして 8,164万 8,000円の増と

いうことになっております。一般会計繰入金でございまして、医療費の近年の急激

な増加によりまして、それらの動向を見ながら、追加補正が十分に想定されるとこ

ろでございます。

９款繰越金10万円、10款諸収入、記載のおとりでございます。

続きまして、 394ページの歳出に移らせていただきます。

１款総務費、１項１目一般管理費でございまして、町民課の保健医療係所管でご

ざいます。職員の人件費５人分、それから国民健康保険一般業務、とりわけ委託料

のレセプト点検、保険者点検業務委託料、国民健康保険等管理システム保守点検委

託料等々主なそれらの内容であります。それから 394ページにつきましては、この

道保険事務の電算処理の委託料が 230万円ほど計上してございます。

２項徴税費でございます。１目賦課徴収費 214万 9,000円の計上、３項運営協議

会費、１目同名で61万 1,000円、４項趣旨普及費、１目８万 8,000円、５項特別対

策事業費 283万 4,000円、それぞれ節内訳のとおりでございます。

400ページでございます。２款保険給付費、１項１目一般被保険者療養給付費６

億 3,990万 8,000円、２目退職被保険者療養給付費１億 6,140万 7,000円、３目一

般被保険者療養費 603万 4,000円、４目退職被保険者療養費等々、記載のとおりで

ございます。

２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費 7,869万円、近年増高の部分でご

ざいます。 402ページ、退職被保険者高額療養費、３項移送費、それぞれ１目、２

目記載のとおり、４項出産育児諸費、５項葬祭諸費、記載のとおりでございます。

404ページ、３款老人保健拠出金、１項１目老人保健医療費拠出金３億 2,566万

8,000円、これがさらに年度途中で伸びそうな雲行きということであります。

406ページになりますが、介護保険納付金、１項１目同名 7,350万円、主に第２

号被保険者の皆さんの介護保険料の納付金であるということであります。

408ページ、５款共同事業拠出金、１項１目高額医療費共同事業費の拠出金とい

うことで、記載のおりでございます。

410ページ、６款保健事業費、１項１目保健普及費ということであります。業務

として健康保険一般と国保データバンクの導入事業ということで、これは保健総合

システムの業務処理委託料でございますが、昨年度から継続して取り進めている事
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業でございます。

412ページ、７款諸支出金、１項１目、２目、３目それぞれ記載のとおりでござ

います。

414ページ、９款予備費、１項１目 100万円の予備費の計上ということになりま

す。

以上で議案第２号 国民健康保険特別会計予算の説明を終わらせていただきます。

本書の11ページへお戻りください。

議案第３号 平成14年度厚岸町簡易水道事業特別会計予算でございます。

平成14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条歳入歳出予算の総額は、それぞれ 3,595万 7,000円と定める。

２項として、歳入歳出予算の款項の区分、当該区分ごとの金額は第１表歳入歳出

予算によるということで、次のページをお開き願いたいと存じます。

第１表歳入歳出予算でございますが、他と同様、事項別に説明をさせていただき

ます。

421ページをお開き願います。簡易水道事業特別会計の歳入でございます。

１款分担金及び負担金、１項分担金、１目水道費分担金24万 8,000円。２款使用

料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料 989万 7,000円、１節計量使用料、上

尾幌、尾幌、糸魚沢地区、２節の定額使用料、小島地区、それぞれ内訳のとおりで

ございます。２項手数料、同様でございます。給水工事手数料でございます。５款

繰越金、１項１目繰越金 2,577万 2,000円の計上でありまして、歳入歳出の収支不

足をこの科目で均衡を図ったものでございます。６款諸収入、記載のとおり、メー

ター器売り払い代でございます。

423ページになりますが、続いて歳出であります。

１款１項１目一般管理費でございます。 1,737万 3,000円の計上、水道業務係所

管で職員の人件費２名分、簡易水道一般業務93万 6,000円、それから 426ページで

水道料金の計算収納、これらに係る経費が94万 3,000円であります。

427ページの２款水道費、１項１目水道事業費 1,098万 6,000円計上であります。

水道事業一般、とりわけ使用料の受水費は尾幌地区に係るものであります。水道課

の水道施設係所管になりますが、水質検査、簡易水道施設の維持管理経費 237万

8,000 円、 430ページになりますが、農水同様、検満及び新設メーターの取りつけ
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事業、例年実施しているものでございます。

431ページでございますが、４款公債費、１項１目元金でございます。 584万

7,000 円、従来借りている償還金であります。２目利子 170万 1,000円、長期債の

償還利子でございます。

なお、 438ページをごらんいただきたいと思いますが、簡易水道事業会計にかか

わる地方債に関する調書、それぞれ添付してございますので、残高等ご確認を願い

たいと存じます。

続きまして、 433ページでございますが、５款予備費、１項１目予備費５万円で

ございます。

なお、次の 435ページからは、この同会計にかかわります給与費明細書が添付し

てございますので、同様にご参照願いたいと存じます。

以上をもちまして議案第３号 簡易水道事業特別会計予算の説明を終わらせてい

ただきます。

本書の13ページへお戻りを願います。

議案第４号 平成14年度厚岸町老人保健特別会計予算でございます。

平成14年度厚岸町の老人保健特別会計の予算は、次に定めるところによる。

第１条歳入歳出予算の総額は、それぞれ12億 5,851万 9,000円と定めるというこ

とでございます。

２項といたしまして、これらの金額は第１表歳入歳出予算によるということにな

りますが、次の14ページがそれに当たるものでございます。第１表歳入歳出予算で

ございますが、それぞれ款項目の計数がございますけれども、事項別に説明をさせ

ていただきます。

440ページをお開き願います。老人保健特別会計の歳入であります。

１款支払基金交付金、１項１目医療費交付金８億 7,481万 8,000円、それぞれ現

年度分、過年度分の内訳は右欄記載のとおりでございます。２目同様でございます。

２款国庫支出金、１項１目事務費負担金、２目医療費負担金２億 4,994万 8,000

円、これまた現年度、過年度分、それぞれ内訳のとおりでございます。

３款道支出金、１項１目医療費負担金でございますが、 6,248万 6,000円の計上。

４款繰入金、１項１目繰入金 6,573万 9,000円、一般会計からの繰入金でござい

まして、前年度比 141万円の増ということになっております。
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５款諸収入、記載のとおり賠償金ということになります。

続きまして、 442ページになりますが、歳出に移らせていただきます。

１款総務費、１項１目一般管理費でございまして、業務を２つに分けております。

老人保健一般と老人保健事務の電算処理経費、それぞれ分けてございます。

444ページでございますが、２款医療諸費、１項１目医療給付費に係る負担金で

あります。２目医療支給費、３目審査支払手数料、それぞれ近年増高のところでご

ざいます。

446ページの３款諸支出金、１項１目償還金であります。

448ページの４款予備費、１項１目30万円の計上でございます。

以上をもちまして議案第４号の説明とさせていただきます。

本書の15ページへお戻り願います。

議案第５号 平成14年度厚岸町下水道事業特別会計予算でございます。

平成14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条歳入歳出予算の総額は、それぞれ６億 662万 2,000円と定める。

２項といたしまして、これらの金額は第１表歳入歳出予算によるということで、

次のページに第１表歳入歳出予算が計上してございますが、事項別に説明をさせて

いただきます。

451ページをお開き願います。下水道事業特別会計でございます。

１款分担金及び負担金、１項負担金、１目下水道費負担金、公共下水道事業に係

る受益者負担金ということで 2,165万 4,000円、昨年度よりも 502万 3,000円の増

ということになっております。

２款使用料及び手数料、１項使用料でございます。公共下水道使用料 3,805万

3,000 円、昨年度よりも 922万 9,000円の増ということになっております。２目手

数料。

３款国庫支出金、１項１目下水道費国庫補助金１億 5,000万円でございます。公

共下水道事業の補助金でございまして、国庫補助事業３億円の事業費に対しまして

２分１の国庫補助負担率をもって収入とするものでございます。

５款繰入金、１項１目２億 3,771万 3,000円、一般会計繰入金であります。後述

いたしますけれども、消費税還付金の計上と事業費の大幅な減額を受けて 3,329万

1,000円が昨年度対比減額ということになっております。
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６款諸収入でございます。記載のとおり、とりわけ２目雑入 1,500万円でござい

ます。消費税及び地方消費税の還付金 1,500万円の計上でございます。

７款町債、１項１目下水道債でございまして１億 4,420万円、補助事業分の１億

3,500 万円と単独事業に係ります地方債 920万円、合わせまして１億 4,420万円の

計上ということになります。

歳出でございますが、 453ページお開き願います。

下水道事業の歳出でございます。

１款下水道費、１項下水道管理費、１目一般管理費 2,439万 8,000円、職員人件

費２人分、下水道一般 269万 6,000円、 456ページになりますが、下水道事務の電

算処理委託料中心に 133万 9,000円の計上。２目管渠管理費 500万 8,000円です。

管渠関係で主に光熱水費であるとか修繕料、これらの経費を中心に計上してござい

ます。３目処理場管理費 4,040万 2,000円、 終処分場の主として 458ページにあ

りますが、処理場の委託料、運転管理業務委託料 3,565万 3,000円が中心となるも

のでございます。

４目普及促進費 1,354万 8,000円ということで、水洗化の普及促進経費８万円、

それから水洗化等改造工事の補助金、平成12年から平成14年まで供用開始分のうち

おおむね 180戸分を想定して 1,287万円の計上ということであります。一般財源で

あります。水洗化等改造工事資金貸付利子補給、こちらの方についてはおおむね45

戸分を想定して59万 8,000円であります。

２項下水道事業費、１目公共下水道事業費３億 2,597万 1,000円であります。３

億円は国庫補助事業、その他 2,597万 1,000円は単独事業ということになります。

右欄、公共下水道事業補助、財源内訳は歳入で述べたとおり、その他に当たる部分

は受益者負担金であります。

460ページは公共下水道事業の単独でありますが、起債が適用になる事業、公共

下水道事業の起債も適用にならない完全な単独事業と、それぞれ３本に分かれてお

りまして、 462ページでございますが、事業支弁人件費、これも単独事業費分とい

うことになります。これらも含めまして 467ページからの給与費明細書がついてご

ざいますので、 467ページ以降ご参照願いたいと思います。

続きまして、 463ページになりますが、３款公債費、１項元金１億 672万 3,000

円、２目利子 8,957万 2,000円ということになっております。
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465ページになりますが、４款予備費、１項１目予備費 100万円の計上でござい

ます。

15ページへお戻りを願います。第２条でございます。

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ということになります。

17ページをごらんいただきます。第２表債務負担行為であります。例年と同様の

２つの項目でございます。ちなみに、本書の 470ページには、これらの債務負担行

為に関する調書を載せてございますので、 470ページになりますが、ご確認を願い

たいと存じます。

再び15ページで第３条地方債になります。

地方自治法第 230条第１項の規定により起こすことの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表地方債によるということになり

ます。

18ページをお開き願います。第３表地方債でございます。

伺う起債につきましては、公共下水道事業債１億 4,420万円ということで、起債

の方法、利率、償還の方法等記載のとおりでございます。補助、単独合わせまして

限度額承認を今回で伺うものでございまして、 471ページに地方債の調書がござい

ますので、地方債残高等こちらの方でご確認を願うものでございます。

以上をもちまして議案第５号の説明を終わらせていただきます。

続きまして、隣の19ページへお移りを願います。

議案第６号でございます。平成14年度厚岸町きのこ菌床センター事業特別会計予

算でございます。

平成14年度厚岸町のきのこ菌床センター事業特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。

第１条歳入歳出の総額は、それぞれ 5,527万 2,000円と定める。

２項といたしまして、これらの金額は第１表歳入歳出予算による。

20ページでございます。第１表歳入歳出予算でございます。

歳入は２款財産収入であります。歳出は１款事業運営費と予備費という構成にな

っております。

473ページをお開き願います。歳入でございます。２款財産収入、１項１目生産
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物売払収入 5,527万 2,000円、シイタケ菌床売払代ということでございまして、単

価を 112円、47万個の売り払いを見込んでございます。

475ページの歳出に移らせていただきます。１款事業運営費、１項１目同名でご

ざいます。 5,360万 9,000円、きのこ菌床センター担当で、職員人件費１人分。き

のこ菌床センター主に臨時の賃金と、それから 478ページにありますとおり原材料

費、菌床の製造材料の購入、これらが金額的に大きなものということになっており

ます。

479ページは２款予備費、１項１目予備費 166万 3,000円計上ということになっ

ております。

なお、 481ページからは給与費明細書がついてございます。

以上で議案第６号 きのこ菌床センター事業特別会計予算の説明を終わらせてい

ただきまして、21ページへお戻りを願います。

議案第７号 平成14年度厚岸町介護保険特別会計予算であります。

平成14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条歳入歳出予算の総額は、それぞれ６億 3,207万 2,000円と定める。

なお、これらの金額は、第１表歳入歳出予算によるということになります。

22ページをお開き願います。第１表でございます。

さらにこれらを事項別に説明させていただきます。 486ページ、お開き願います。

介護保険特別会計の歳入でございます。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ということで、65歳以上の対象の方の保険料総体の17％相当

分でございます。現年、滞繰分、それぞれ記載のとおりでございます。

２款国庫支出金、１項１目介護給付費負担金、２項国庫補助金の１目財政調整交

付金、これら合わせて公的負担分の４分の１相当の国の負担ということになります。

３款支払基金交付金、１項１目介護給付費交付金でございます。国保会計から支

払基金を通しまして２号被保険者分として収入になるものでございまして、１億

9,780万 2,000円の計上となります。

４款道支出金、１項道負担金の介護給付費負担金、これは公的な負担分の８分の

１相当額 7,492万 5,000円であります。２項道補助金、１目、２目それぞれ記載の

とおりでございます。

５款財産収入、１項１目利子・配当金でありまして、それぞれ右欄に記載の２つ
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の基金の利子ということであります。

６款繰入金、１項一般会計繰入金、１目同名で、この部分につきましては、公的

負担分の８分の１、これらも含めまして、それ以外にも収支均衡を当科目で図った

ものでありまして 9,862万 1,000円の計上、昨年度に比しまして 942万 6,000円の

増ということになっております。

２項基金繰入金でありますが、１目介護保険円滑導入基金繰入金、平成12年度か

ら平成13年度にかけましての保険料の軽減措置に対する基金の取り崩しということ

になります。

８款諸収入、１項延滞金、過料、記載のとおり。２項雑入でございます。それぞ

れ記載のとおりでございますが、３目雑入 129万円でございます。右に書いてあり

ますとおり、認定審査会の共同設置負担金ということで、浜中町からいただくもの

でございます。

488ページになりますが、９款町債、１項町債、１目財政安定化基金貸付金 455

万 2,000円、これの計上でございます。制度として保険料が３年間同一料金であり

ますために、サービス実態等の適正保険料とのギャップと資金不足を補填せんがた

めに北海道から借り入れをするというものでございます。

歳出、 490ページになります。介護保険特別会計歳出でございます。

１款総務費、１項１目一般管理費でございます。 1,853万 7,000円の計上。保健

福祉課、介護保険係の所管でございまして、職員人件費、介護保険一般、電算処理、

それぞれ経費別に分けてございます。

２項徴収費、１目賦課徴収費、記載のとおりでございます。

３項介護認定審査会費、 492ページでございますが、厚岸と浜中の介護認定審査

会に係るものでございます。２目認定調査費等でございますが、まさにこの科目の

とおりの内容でございます。

４項趣旨普及費、１項趣旨普及費でございますが、介護保険制度趣旨普及するた

めの30万円の経費の計上と 495ページになりますが、それらの計画認定委員会の経

費ということで、内訳、それぞれ記載のとおりでございます。

496ページになりますが、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、２目施設介護サービス給付費、３目居宅介護福祉用具購入費、４

目居宅介護住宅改修費、５目居宅介護サービス計画費、６目審査支払手数料、それ
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ぞれサービスに応じての支出ということになります。

２項高額介護サービス費、１目高額介護サービス費 156万円の計上。このとおり

保険給付費全体、とりわけ居宅介護サービスにおいて著しい増加傾向を示しており

ます。

500ページでございます。３款財政安定化基金拠出金、１項１目同名でございま

して 253万円、北海道の道基金への拠出金であります。

506ページをお開き願います。６款諸支出金、１項償還金及び還付金であります。

１目、２目、記載のとおりでございます。

508ページになりますが、７款予備費30万円の計上ということで、なお 510ペー

ジから給与費明細書添付してございますので、ご参照願います。

再び21ページへお戻りを願います。第２条地方債でございます。

21ページ、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の

できることの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表地方債によるということになります。

24ページをお開き願います。第２表地方債でございます。

財政安定化基金貸付金、先ほど歳入、町債で説明したものでございます。

また、本書 514ページには、これらに絡みます地方債の調書を添付してございま

すので、ご参照願います。

以上で議案第７号の説明を終わらせていただきます。

続きまして、隣のページになりますが、議案第８号 平成14年度厚岸町介護サー

ビス事業特別会計予算でございます。

平成14年度厚岸町の介護サービス事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。

第１条でございます。歳入歳出予算の総額は、それぞれ３億 4,029万 6,000円と

定める。これらの金額は第１表歳入歳出予算によります。

次のページをごらん願いますが、第１表歳入歳出予算でございます。

さらに事項別に説明をさせていただきます。

516ページをお開き願います。介護サービス事業特別会計、歳入でございます。

１款サービス収入、１項１目居宅介護サービスでございます。それらの内訳でご

ざいますが、１節通所介護収入、デイサービスであります。それから２節介護訪問
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入浴介護収入、３節短期入所生活介護収入、ショートステイであります。４節居宅

介護計画サービス費収入、ケアプランの作成関係であります。５節記載のとおりで

あります。２目施設介護サービス収入、特別養護老人ホーム関係でありますが、１

億 6,688万 8,000円の計上であります。

３項自己負担金収入、１目同名でございます。それぞれサービスごとに右欄に記

載のそれぞれの自己負担金の内訳どおりでございます。

６款財産収入、貸家料であります。職員住宅料であります。

７款寄附金、特老関係の寄附金を４万 7,000円計上してあります。

８款繰入金ですが 8,989万 7,000円、昨年度比 940万円ほど減額になっておりま

す。

９款諸収入、１項１目雑入でございます。とりわけ１節、２節の雑入ですが、１

行目、２行目にあります生きがい活動支援通所事業、配食サービス事業、これらを

初めとして、それぞれ記載のとおりとなってございます。

歳出であります。 518ページをお開き願います。

１款サービス事業費、１項居宅サービス事業費、１目居宅支援サービス事業費、

それぞれ職員人件費と居宅介護サービスの経費別であります。

２目通所介護サービス事業費、担当はデイサービスセンターということで記載の

とおりでございます。それぞれ通所介護サービスと 523ページの生きがい活動支援

通所サービス、それから 525ページの配食サービス、それぞれ業務別に分けて諸経

費を記載してございます。

524ページの３目訪問入浴介護サービス事業費でございます。これまたデイサー

ビスセンター担当でございまして、訪問介護サービスに係る経費を計上しておりま

す。

526ページの短期入所生活介護サービス事業、ショートステイですが 2,445

万 7,000円、特別養護老人ホーム所管でございますが、人件費とそれぞれショート

ステイに係るサービス経費を記載しております。

528ページになりますが、２項施設サービス事業費ということで、特別養護老人

ホームにかかります職員人件費と介護サービス経費を書いております。内訳は以下

記載のとおりでございますので、逐一の説明を省かせていただきます。

534ページをお開き願います。２款予備費、１項１目予備費30万円の計上でござ
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います。なお、 536ページから給与費明細書を添付してございますので、ご参照願

いたいと存じます。

以上もちまして議案第１号から第８号まで提案理由説明をさせていただきました。

何分にも財務会計システムが変更になりまして、予算形式も従来と一変したと。変

わったところも多くなりまして、事務事業別にも 初でございますので、一応丁寧

にと心がけたつもりでございますが、結果的に大変雑駁な説明に終始いたしました

ことを申しわけございませんが、提案趣旨をご理解賜りまして、種々ご審議の上、

ご承認を賜りますようお願い申し上げる次第でございます。

議 長 水道課長。

水道課長 議案第９号 平成14年度厚岸町水道事業会計予算の内容につきまして、説明申し

上げます。

１ページをお開きください。

第２条業務の予定量でございますが、給水戸数では 5,060戸を予定し、前年度比

1.2 ％の減でございます。年間総配水量につきましては 142万 2,294立方メートル

で、前年度対比 1.8％の減となっております。１日平均給水量でございますが、

3,896立方メートルで前年度対比 1.8％の減となっております。

主な建設改良事業でございますが、配水管布設替等事業といたしまして11件、

8,140 万円の計上でございまして、前年度比21.4％の減でございます。浄水、配水

設備事業でございますが、６件で 2,842万 2,000円の計上で31.7％の減となって

おります。メーター設備事業でございますが、新設、検満合わせまして 550戸、

2,284万 8,000円の計上で、10.2％の減でございます。

第３条収益的収入及び支出でございますが、９ページからの予算説明書により説

明申し上げます。

９ページをお開きください。収益的収入から説明いたします。

１款水道事業収益、１項営業収益では２億 3,481万 8,000円の計上でございまし

て、前年度比 0.3％の減となっております。１目では２億 3,396万 8,000円の計上

で、１節の水道使用料でございますが、前年度比 0.3％の減で、節説明欄記載のと

おり、用途別で一般用、営業用、団体用、工業用、浴場用、臨時用、尾幌簡易水道、

尾幌農業水道、それぞれの計上でございます。

２目では84万円の計上でございますが、前年度比44.4％の減でございまして、
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100件の新設給水工事に対する設計審査及び工事検査手数料の計上でございます。

３目では１万円でございまして、前年度と同額の計上となっております。

２項営業外収益でございますが、 2,525万 2,000円の計上でございまして、前年

度比 2.5％の減でございます。１目では 2,516万 2,000円の計上で、前年度比 1.2

％の減でございます。これは消火栓維持管理費及び尾幌分水ほか補助といたしまし

て、一般会計からの補助金でございます。

２目では３万円で預金利息の計上でございます。

３目では６万円の計上で、有効期間満了に伴うメーター器 480個の売り払い代で

ございます。

次のページをお開きください。収益的支出でございます。

１款水道事業費用、１項営業費用では２億 362万 5,000円の計上でございまして、

前年度比 0.4％の増となっております。

１目では 3,395万 4,000円の計上で、前年度比 3.7％の減となっており、各節説

明欄記載のとおりでございますが、主なものといたしましては、８節の備消耗品費

で前年度比29.9％の減で、浄水場機械のグリュースユート、さらには記録計用紙等

の消耗品のほか医薬材料費の計上でございます。17節委託料では前年度比 7.9％の

減で、水道施設管理委託、取水施設汚泥除去、浄化槽保守点検ほかの計上でござい

ます。19節修繕費では前年度比61.1％の減で、活性炭注入ポンプ、配水池水位調整

弁、分解処理具修理費等の計上でございます。20節動力費では、前年度比 3.4％の

増となっております。これは浄水場、取水場、配水池、床潭ポンプ場、床潭配水池

など10施設の電気料の計上でございます。21節薬品費では、前年度比 4.6％の増で

ございまして、説明欄記載のとおりの内容でございます。

２目では 931万円の計上で、前年度比６％の減でございます。主なものといたし

ましては、17節委託料が前年度比 3.6％の減で、配水管漏水調査の計上でございま

す。18節賃借料は前年度比57.5％の減で、前年まで事務機器の借上料を配水及び給

水費で計上しておりましたが、新年度から原水及び浄水費で計上したことによる減

でございます。19節修繕費ですが、前年度比 5.7％の減となっております。

４目では 7,712万 5,000円の計上で、前年度比 1.4％の減となってございます。

主なものは２節では企業職員６名の給料で、前年度比 0.9％の増、３節では 1.9％

の増で、節説明欄記載のとおりでございます。
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次のページへ移りまして、４節では 1.7％の増、７節では10％の減、８節では40

％の減で、公用車用消耗品及び一般事務消耗品で12万 8,000円の減、９節では水道

課職員の作業服及び防寒服の貸付が今年度ございませんので、購入費として15万

1,000 円の減でございます。10節では10％の減、11節では17.6％の減で、予算書及

び決算書の印刷を従来までは外注しておりましたけれども、これを自前で印刷する

ことによる減でございます。17節では 3.2％の減で検針収納事務の委託料の減でご

ざいます。18節では47.8％の減で、企業財務会計システム借り上げ契約満了により、

借り上げ単価が10分の１となることから、前年度比47.8％の減となったものが要因

となっております。

次のページをお開きください。５目では 8,153万円の計上で、前年度比 5.3％の

増となっております。これは平成13年度までの取得資産に対する節説明欄記載のと

おりの減価償却の計上でございまして、１節では 8,019万 1,000円、２節では庁舎

利用権として 133万 9,000円の計上であります。

６目では 170万 6,000円の計上で、前年度比17.4％の減となっております。これ

は既に有効期間満了メーター器 379個と今年度に有効期間満了となるメーター器

102個の合わせて 481個のメーター除却費でございます。

２項営業外費用でございます。１目では 4,609万円の計上で、前年度比 3.7％の

減となってございますが、前年度までの企業債の借り入れに対する利息でございま

す。３目では 322万 1,000円の計上で、仕入れに係る消費税より売上に係る消費税

が多くなることから、 322万 1,000円の消費税納付額の計上でございます。

３項特別損失、３目ではゼロ円で、平成13年度に過年度分水道使用料不納欠損を

計上しておりましたが、今年度は不納欠損がございませんので予算計上しておりま

せん。

次に、４項予備費、１目では20万円の計上で、前年度と同額の計上となってござ

います。

１ページをお開きください。第４条資本的収入及び支出でございますが、13ペー

ジからの予算説明書により説明いたします。

13ページをお開きください。

資本的収入でございますが、１款資本的収入で２ページ第５条の企業債でござい

ますが、 7,010万円の計上で前年度比44.5％の減でございます。これは節説明欄記
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載のとおり、建設改良に伴います企業債の借り入れでございます。

３項出資金、１目では 600万円の計上で、前年度比皆増となっておりますが、こ

れは平成12年度までの措置とされていた上水道安全対策事業の老朽管更新事業に対

する一般会計出資債が平成17年度まで延長することに伴う石綿セメント管更新に要

する他会計出資金の計上でございます。

５項工事負担金、１目では 353万 8,000円の計上で、前年度比14.5％の減で、新

設メーター70個、検満メーター 480個の合計 550個に対する工事負担金でございま

す。

６項補償金、１目では 790万円の計上で、前年度比皆増でございます。これは道

道床潭筑紫恋線改良工事に伴う配水管布設工事に対する補償金の計上でございます。

14ページをお開きください。

次に、資本的支出でございます。１款資本的支出、１項建設改良費、１目では１

億 982万 2,000円の計上でございます。前年度対比では24.4％の減となっておりま

す。節説明欄記載のとおりでありますが、１節厚岸停車場線及び白浜町海岸通り、

３・４・５厚岸大橋通り配水管布設がえ工事につきましては、石綿セメント管の布

設がえ事業でございます。白浜町南１の通りと門静前浜１号線配水管布設工事につ

きましては、住宅等の建設に伴い水圧低下により十分な給水ができない状況となっ

ているため、それらを解消するための配水管布設事業でございます。

港町湖岸通り、町内河川横断部、桜通り配水管布設がえ事業につきましては、老

朽管の布設がえでございます。道道床潭筑紫恋線につきましては、道路改良に伴う

布設がえでございます。仕切り弁整備につきましては、湖南湖北地区の老朽化仕切

り弁の整備でございます。門静望洋台地区、苫多地区配水管流量計設置につきまし

ては、地区の配水流量の把握と漏水箇所の早期発見を図るための設置でございます。

その後ろの浄水場関係につきましては、建設後27年を経過しており、それぞれ老朽

化対応に対する整備費の計上でございます。

２目では71万 4,000円の計上で、前年度比 7.6％の減でございまして、節説明欄

記載のとおりでございます。

３目では 2,284万 8,000円の計上で、前年度比10.3％の減となっております。節

説明欄記載のとおり、新設、検満メーターの整備費の計上でございます。

次に、２項企業債償還金でございます。１目では 4,921万 3,000円の計上で、前
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年度比 4.4％の増となっておりまして、企業債借り入れに対する償還金でございま

す。

１ページをお開きください。

第４条の括弧書きでございます。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

9,505 万 9,000円は、過年度分損益勘定留保資金 1,232万 9,000、当年度分損益勘

定留保資金 7,637万 8,000円、及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整

額 635万 2,000円で補填するものでございます。

２ページをお開きください。

第５条企業債でございます。配水管布設がえ事業といたしまして 7,010万円の計

上でございます。普通貸借または証券発行でございまして、利率５％以内で、償還

の方法は記載のとおりでございます。

第６条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、

職員給与費、交際費、それぞれ記載のとおりでございます。

第７条の他会計からの補助金でございます。消火栓維持管理費、尾幌分水ほか補

助といたしまして 2,516万 2,000円の計上でございます。

第８条のたな卸資産の購入限度額につきましては、 1,411万 3,000円と定めるも

のでございます。

以上が平成14年度厚岸町水道事業会計予算の内容でございますが、３ページから

４ページが実施計画、５ページが資金計画、６ページから８ページが給与費明細書、

15ページから16ページが貸借対照表でございますが、それぞれ説明を省かせていた

だきます。

よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

議 長 病院事務長。

病 院 ただいま上程いただきました議案第10号 平成14年度厚岸町病院事業会計予算書
事 務 長

の内容を説明させていただきます。

まず、１ページをお開き願います。

第２条業務の予定量でございます。病床につきましては98床でございます。患者

数につきましては、入院患者数、年間延べ患者数でございます。３万 4,166人であ

ります。１日平均患者数につきましては94人でございます。平成13年度当初と比較

いたしますと、１日平均患者数につきましては８人、延べで 2,810人、９％の増を
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計上させていただいております。外来患者数につきましては９万 2,276人の計上で、

１日平均患者数 375人の計上でございます。平成13年度当初と比較いたしますと、

１日平均患者数で31人、延べで 7,995人の計上してあります。９％の増でございま

す。合わせまして年間延べ患者数12万 6,442人、１日患者数 469人となるものでご

ざいます。

主な建設改良事業でございます。

１の医療器械整備事業であります。 1,630万円であります。これにつきましては

人工腎臓装置用患者監視装置ほか８点の購入でございます。車両整備事業 745万円

でございます。救急自動車１台の更新によるものであります。

第３条の収益収入及び支出、第４条の資本的収入及び支出につきましては、11ペ

ージから説明をさせていただきます。

11ページをお開き願います。

まず、１項の医業収益であります。12億 9,894万 7,000円であります。 3.3％、

4,243万円の増を見てございます。

１目入院収益であります。内科、外科、小児科、延べ患者数３万 4,166人の１人

約２万 1,998円で７億 5,157万円の計上でございます。前年度と比較しますと 3.3

％増で 2,414万 2,000円を計上しております。この 2,414万 2,000円の増につきま

しては、患者数増、また１人頭単価減等による内容のものでございます。

２目外来収益でございます。内科、外科、整形外科、小児科、延べ患者数９万

2,276 人の１人約 5,280円で、４億 8,718万 7,000円の計上でございます。前年度

に比較いたしますと 1,619万 9,000円、 3.4％の増を見ております。この内容につ

きましては、患者増、また１人当たり単価減による合わせての増でございます。

３目その他医業収益であります。 6,019万円の計上で前年度に比較しますと 209

万 7,000円、 3.6％の増となっております。主に１節、２節、３節、それぞれ記載

のとおりでございますけれども、主に公衆衛生活動の健康診断料等による増を見て

ございます。

12ページをお開き願います。

医業外収益であります。３億 785万円の計上で 1,180万円の増、４％増を計上さ

せていただいております。

１目受取利息及び配当金であります。９万円の計上で、前年度に比較しますと28
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万円の減となっております。預金利息によるものであります。

２の患者外給食収益であります。 306万 3,000円の計上であります。前年度に比

較しますと７万 3,000円の減額でございます。これは職員給食の食数の減によるも

のであります。

３目その他医業外収益であります。 637万 2,000円の計上で、13万 9,000円の増

を見ております。これは主に公衆電話使用料等の増額等を見ております。

４目他会計補助金であります。２億 9,828万円の計上でございまして、 1,201万

4,000円の 4.1％の増額を見ております。説明の内容でございますけれども、特に

その他運営費補助の増額をいただいております。これにつきましては、昨年12月補

正以降、地方公営企業法の経費の負担の原則に基づきまして、項目を整理をさせて

いただいております。

13ページをお開き願います。医業費用であります。14億 7,859万 8,000円の計上

でございます。 5,787万 1,000円の増、４％増を計上してございます。

１目給与費でございます。９億 8,992万 1,000円の計上でございます。比較いた

しますと 2,036万 3,000円の増で 2.1％の増を見てございます。節の内訳でござい

ますけれども、医師給、看護師給、医療技術員給、事務員給、６節労務員給、それ

ぞれ本俸の計上させていただいております。医師については６名分を計上させてい

ただいております。現在医師の状況でございますけれども、現在正職員、外科１名、

内科２名、小児科１名の４名、臨時１名の医師体制は５名の体制でございますけれ

ども、非常に今医師確保も厳しい状況にございまして、それぞれ道内の医大、北大、

札幌医大、旭川医大にも医師招へいでお願いしている状況でございますけれども、

一層早急な医師確保に積極的に招へいに努めてまいりたいと思っております。

医師につきましては６名、看護師につきましては43名、医療技術員につきまして

は15名、事務員につきましては８名、技術員につきましては２名、労務員給につき

ましては１名、計75名で計上させていただいております。前年度と比較しますと２

名の増員ということで、特に看護師給につきまして、正看１名、准看１名の２名を

増員させていただいております。

この本俸につきましては、前年度と比較しますと 1,295万 9,000円の増となって

ございます。特に看護師給の増に伴うものでございます。

７節医師手当から12節労務員手当でございますけれども、それぞれ説明欄記載の
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とおりでございますけれども、前年度と比較いたしますと、各手当につきましては

468 万 7,000円の前年度から増額となっております。主に看護師の手当の増等でご

ざいます。また各定期昇給による増等でございます。

議 長 ここであらかじめ会議時間の延長を行います。

本日の会議時間は、ただいま上程されております予算案の提案説明並びに予算特

別委員会の設置が終わるまで会議時間を延長したいと思いますので、ご了承願いた

いと思います。

病 院 14ページをお開き願いたいと思います。
事 務 長

13節諸手当でございます。説明欄の超過勤務手当等の記載のとおりでございます

けれども、特に超過勤務手当の減額を見てございまして、前年度から比較しますと

260万円ほどの諸手当の減額を見てございます。

賃金につきましては、嘱託賃金ほかでございまして、特に前年度と比較いたしま

すと 660万円の増額を見ています。特にこの内容でございますけれども、嘱託１名

の減が 344万円、また臨時職員５名増によりまして 1,004万 1,000円の合わせて

606万 1,000円の増となっておる内容でございます。

報酬につきましては、記載のとおりでございます。

法定福利費につきましても、共済組合等の説明の内容であります。

２目材料費であります。２億 8,883万円の計上でございます。 1,393万 3,000円

の増、 5.1％の増を見ております。節の内容でございますけれども、特に薬品費に

つきましては 1,636万 5,000円ほど前年度比べまして増額を見ています。診療収入

は12％でございまして、特に患者数の増、単価の増によりまして増額を見てござい

ます。

２節の診療材料でございますけれども、診療収入の 8.5％を見させていただいて

おりまして、約 500万円の減額を見ています。これにつきましては、患者数の増に

よる増額と、また単価の減によりまして合わせての減額となってございます。

給食材料費につきましては、 327万円ほどの増となっております。これは入院患

者増による食数の増による増額でございます。

医療消耗備品、給食消耗備品については、それぞれの説明の内容であります。

３目の経費でございます。１億 9,094万円の計上で 2,248万 3,000円の増、13％

の増額を見てございます。
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主な節の内容でございますけれども、特に消耗品関係でございますけれども、管

理用品費の中で病院総合管理シスムの導入によりまして、夜カートリッジの増とか

消耗に係る分が今回 110万円ほどふえてございます。あと、それぞれ記載の内容の

とおりでございます。

15ページをお開き願います。

手数料、通信運搬費、保険料とそれぞれ説明の記載のとおりでございます。

特に12節修繕費でございます。前年度から比較しますと 1,142万 6,000円の計上

をさせていただいております。これは特にＣＴスキャナーの管球の交換でございま

して、約 1,000万円を今年は計上させていただいております。また、そのほか無停

電装置の蓄電池の交換、これが 550万円、非常用照明触媒閃光管 150万円等がふえ

てございまして、その他前年度のふえた分差し引きいたしまして、今回 1,142万

6,000円の増額となってございます。

使用料でございますけれども、 695万 5,000円の増額を計上させていただいてお

りますけれども、これにつきましては、事務機の使用料が 355万円、その他使用料

340 万円の増額でございます。これにつきましては、総合システムの検査システム

等の導入によるものでございまして、平成13年度の中途から導入させていただいて

おりまして、平成13年度当初から比較しますと、これだけの増額となっておるとこ

ろでございます。

15節委託料でございます。 278万 3,000円の増を見てございます。特に基準寝具

病衣の委託料、これは患者増による増額51万 4,000円でありますし、またその他の

臨床検査委託料が 315万円今回増額を見ております。また院内清掃委託料、これも

特に外窓のガラスの清掃50万 4,000円も今年度見させていただいております。その

他医事業務委託料の中で減額等も一部ございまして、合わせまして 278万 3,000円

の増額となってございます。

交際費、諸会費、雑費につきましては、記載のとおりでございます。

16ページをお開き願います。

４目減価償却費でございます。 140万 7,000円の計上でございまして、比較いた

しますと23万 1,000円の減額でございます。これにつきましては、当初予算につき

ましては、総額の 1.6％当初予算で計上させていただいております。

５目資産減耗費でございます。 153万円の計上でございます。 127万 7,000円の
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増額となってございます。これにつきましては、固定資産の除却によるものでござ

います。平成14年度につきましては、５点ほど今回除却を見ておる関係上の増であ

ります。

研究研修費につきましては、記載の内容のとおりでございます。

２項医業外費用であります。１億 2,548万 4,000円の計上であります。 422万円

の減額で 3.3％の減となってございます。

１目では支払利息及び企業債取扱諸費でございます。 9,886万 8,000円の予定額

で 345万 5,000円の減額であります。これは企業債利息の特に医療器械分の償還が

終わることによる減額であります。

２目の患者外給食材料費であります。 228万 5,000円の計上でございます。８万

2,000円の減額でありますけれども、これは職員の給食材料の内容になります。

３目の医療技術員確保対策費であります。 421万 5,000円計上で97万 7,000円の

減額であります。これは医療技術員確保対策費による減額であります。

４の雑損費であります。 1,420万 2,000円の計上であります。70万円の増で、不

用品売却その他雑損費であります。貯蔵品の仮払消費税の増であります。

５目消費税及び地方消費税であります。 158万 6,000円であります。７万 3,000

円の減額となっておりますが、これは平成13年度の消費税の確定額の内容でありま

す。

６目繰延勘定償却であります。 432万 8,000円の計上であります。34万 2,000円

の減となっております。これつきましては控除対象外消費税額償却であります。固

定資産の消費税分であります。

３項予備費であります。 135万 9,000円の計上で 105万 9,000円の増であります。

これにつきましては、災害等緊急時超過勤務手当の今年は 105万 9,000円を計上す

ることによっての増であります。

17ページをお開き願います。

資本的収入であります。 2,314万円の計上で 1,314万円の増でございます。

１目企業債でございます。 1,630万円であります。これにつきましては、医療器

械整備事業に伴う企業債の額でございます。

２項補助金であります。 684万円の計上であります。

１目国庫補助金であります。 684万円、これにつきましては、防衛施設周辺整備
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補助金でございまして、矢臼別演習場関連公共施設整備事業でありまして、この財

源につきましては、救急自動車購入の財源でございます。

次に、資本的支出であります。資本的支出につきましては１億 3,123万 2,000

円の計上であります。 1,723万円の増であります。１項建設改良につきましては

2,375万円の計上で、 1,375万円の増であります。

１目につきましては固定資産購入費であります。 2,375万円の計上で、 1,375万

円の増であります。１節につきましては器械備品購入費 1,630万円であります。こ

れは医療器械購入費であります。これにつきましては、お手元の議案第10号の説明

資料で平成14年度医療器械器具購入事業内訳の記載のとおりでございまして、簡単

にご説明させていただきます。

１つは人工腎臓装置用の患者監視装置が２台と、同じく人工腎臓装置用の患者監

視装置が１台、それは機種がちょっと違う内容でございまして、別に分けてござい

ます。ベッドスケール、これ３台になっております。電子スパイロメーター１式で

あります。それとシャワー浴用ストレッチャー１台で計８件の購入をするものであ

ります。用途につきましては、記載のとおりでございますので説明を省略させてい

ただきます。

２節車両購入費でございます。これは今の説明資料の裏側に記載をさせていただ

いておりますけれども、救急自動車の購入でございます。品名は救急自動車２Ｂ型

の４ＷＤということで、１台 745万円ということで計上させていただいております。

特に現在の救急車につきましては、昭和63年１月に購入してございまして、13年間

経過もしている状況の中で、安全性等のために今回整備をするものでございます。

２項企業債償還金でございます。１億 748万 2,000円で 348万 1,000円の増額で

あります。

１目企業債償還金であります。１億 748万 2,000円で 348万円の増でございます。

これにつきましては、病院事業債の償還元金の内容であります。

１ページへお戻りいただきたいと思います。

４条の関係でございますけれども、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する

額１億 809万 2,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４万円

及び過年度損益勘定留保資金１億 805万 2,000円で補填するものとするものであり

ます。
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２ページをお開き願います。企業債でございます。第５条起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり定めるものであります。

起債の目的は医療器械整備事業であります。限度額は 1,630万円であります。起

債の方法は証書借入または証券発行であります。利率は 5.0％以内であります。償

還方法については、記載のとおりでございますので省略させていただきます。

第６条一時借入金であります。一時借入金の限度額は３億円と定めるものであり

ます。

第７条の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。これ

につきましては、１、職員給与費９億 8,992万 1,000円であります。２の交際費に

つきましては 250万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。一般会計からこの会計へ補助を受ける

金額は、次のとおり定めるものであります。１の企業債償還利息ほか７件で２億

9,828万円の計上でございます。

第９条であります。たな卸資産購入限度額であります。たな卸資産の購入限度額

は２億 9,822万 3,000円と定めるものであります。

第10条であります。重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとするものであり

ます。取得する資産であります。種類は車両であります。名称、救急用自動車であ

ります。数量は１台であります。

以上でありますけれども、なお、６ページの平成14年度厚岸町病院事業会計資金

計画書、７ページから10ページの平成14年度厚岸町病院職員給与費明細書、18ペー

ジから19ページの平成14年度厚岸町病院事業予定貸借対照表、20ページの平成13年

度厚岸町病院事業予定損益計算書、21ページから22ページの平成13年度厚岸町病院

事業予定貸借対照表については説明を省略させていただきますので、ご参照願いた

いと思います。

大変簡単な説明でございますが、よろしくご審議をいただきまして、ご承認賜り

ますようお願いいたします。

議 長 本10件の審査方法についてお諮りいたします。

本10件の審査については、議長を除く19名の委員をもって構成する平成14年度各

会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託し、会期中に審査したいと思います

が、これにご異議ありませんか。
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（「異議なし」の声あり）

議 長 ご異議なしと認めます。

よって、本10件の審査については、議長を除く19名の委員をもって構成する平成

14年度各会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託し、会期中に審査すること

に決定いたしました。

以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。よって、本日はこれにて散会い

たします。

散会時刻１７時１０分

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

平成１４年３月６日

厚岸町議会

議 長

副 議 長

署名議員

署名議員
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