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厚岸町議会 第１回定例会

平成19年３月７日

午前10時00分開会

●議長（稲井議員） ただいまより平成19年厚岸町議会第１回定例会を開会いたします。

●議長（稲井議員） 直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

●議長（稲井議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、１番室﨑議員、２番安達議

員を指名いたします。

●議長（稲井議員） 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。

９番、松岡委員長。

●松岡委員長 去る３月５日、議会運営委員会を開会し、第１回定例会の議事運営につい

て協議したので、その内容について報告いたします。

議会に対する報告については、議長より諸般報告及び例月出納検査報告が予定されて

おります。町長からは、釧路産炭地総合発展基金の取り崩し配分について行政報告が予

定されております。

次に、各委員会から予定されている案件については、町村合併等調査特別委員会及び

介護保険制度調査特別委員会より調査報告書が提出されております。また、各常任委員

会及び議会運営委員会より閉会中の継続審査申出書の提出も予定されております。

次に、発議案第１号 厚岸町議会委員会条例の一部を改正する条例、発議案第２号

厚岸町議会会議規則の一部を改正する規則、本２件の案件につきましてはすべて本会議

において審査することに決定いたしました。

次に、町長提案の議案等についてでありますが、平成19年度町政執行方針、教育行政

方針について説明がなされます。

議案第１号から第９号までの平成19年度各会計予算につきましては、議長を除く17名

の委員による平成19年度各会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、会期中

の審査とすることにいたします。

議案第10号から第18号までの平成18年度会計補正予算については、同じく17名の委員

による平成18年度各会計補正予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、会期中の

審査とすることにいたします。

議案第19号から第33号までの各議案についてでありますが、議案第30号 厚岸町生活

安全条例を除き、すべて本会議において審査することに決定いたしました。
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議案第30号につきましては、議長を除く17名の議員で構成する条例審査特別委員会を

設置し、これに付託の上、会期中に審査することにいたします。

次に、本定例会に通告のあった一般質問者は８名であります。

後に、会期についてでありますが、本日３月７日より３月20日までの14日間とし、

３月10日、11日、17日、18日の４日間を休会することに決定いたしました。

以上、議会運営委員会報告といたします。

以上です。

●議長（稲井議員） 委員長に対する質疑を省略し、以上で報告を終わります。

●議長（稲井議員） 日程第３、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。

本定例会の会期は ただいまの議会運営委員会報告書にありましたとおり 本日から20、 、

日までの14日間とし、10日、11日と17日、18日は休会にしたいと思いますが、これにご

異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（稲井議員） 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14日間とし、10日、11日と17日、18日

は休会と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、ご了承願います。

●議長（稲井議員） 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ております議案等は、別紙付議事件書のとおりであります

ので、ご了承願います。

次に、平成18年12月12日開催の第４回定例会終了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。

以上、諸般報告といたします。

●議長（稲井議員） 日程第５、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（稲井議員） 日程第６、町長から行政報告を求められておりますので、これを許

したいと思います。

町長。

●町長（若狹町長） おはようございます。
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釧路産炭地域総合発展基金の取り崩し配分について、行政報告を申し上げます。

釧路産炭地域総合発展基金の基盤整備事業基金、いわゆる旧基金の配分につきまして

は、空知産炭地域の財政破綻、不適切な長期借り入れなどにより、昨年９月22日付で国

と北海道において基本合意がなされ、原則取り崩しをしない運用基金から、取り崩しが

可能になりました。

既に新聞等により報道されておりますが、去る２月23日、釧路市におきまして、１市

４町の首長会議が開催され、旧基金総額49億2,500万円のうち、厚岸町が全体の10.97％

の４億4,884万4,000円で決定いたしました。

この旧基金に対し、町の基本的な考え方は、造成当時の背景や、空知地域で均等割方

式による配分などの経過を踏まえ、原則この旧基金の民間出資金額と各構成市町の出資

金額は出資者に返還し、残りの45億円について、旧構成町である７市町で均等割とすべ

きということを始終一貫して申し上げてまいりました。

時系列で申し上げますと、昨年10月10日に道の経済部産業立地局長が来庁され、初め

て私どもに対して旧基金の取り扱いに関する経過説明が行われ、10月下旬からは道の担

当課長などが来釧し 「旧基金の取り崩しに伴う配分については、あくまでも地元協議に、

より決定していただきたい」との話がありました。釧路地域の取り崩し協議が具体的に

開始されましたのは、この時点からであります。

この道の見解を受け、旧基金を管理運営しております釧路産炭地域総合発展機構が中

心となって、担当課長会議２回、助役会議３回、そして冒頭に申し上げました２月23日

の首長会議の中で、十分協議・検討を重ねてまいりました。その結果といたしまして、

別途配付させていただきました行政報告資料のとおり、旧基金の基金残高49億2,500万円

のうち、釧路市内の民間企業から出資された１億7,500万円はそのまま釧路市に配分する

こと、構成市町の１市６町が出資をした２億5,000万円、釧路市が１億8,760万円、構成

６町がそれぞれ1,040万円については出資自治体に返還し、残り国の30億円、北海道の15

、 、 、 、億円の助成額45億円については その50％を地域均等割とし 残りを出炭量割 人口割

財政規模割を用いて配分調整をすることで決定いたしました。

この釧路産炭地域総合発展基金の活用に当たりましては、真に地域振興に必要な事業

の財源として、今後、地域有識者で構成する釧路産炭地域総合発展活用事業審査委員会

の審査を受けながら、効率的に活用させていただきたいと存じます。

以上、釧路産炭地域総合発展基金の配分決定に伴います行政報告とさせていただきま

す。

●議長（稲井議員） これより行政報告に対する質疑を行います。

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

義をただす程度にとどめていただきます。

ございませんか。

（な し）

●議長（稲井議員） なければ、以上で行政報告を終わります。
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●議長（稲井議員） 日程第７、町政執行方針、日程第８、教育行政執行方針、以上２件

を一括議題といたします。

初めに、町長に町政執行方針の説明を求めます。

町長。

●町長（若狹町長） 平成19年厚岸町議会第１回定例会の開会に当たり、町政執行に関す

る私の所信を申し上げます。

平成17年７月に２期目の町政を担わせていただいてから、間もなく１年８カ月がたと

うとしております。私は、町長に就任して以来、常に厚岸町の発展と町民一人一人の幸

せを願い、精いっぱい頑張ってまいりました。また、厚岸を思う熱い心はだれにも負け

ないという自信を持って、今日まで歩んできました。

そして今、地方自治体の厳しい財政状況下においても、創意と工夫を凝らして、さま

ざまな行政課題に取り組み、活力と魅力あるまちづくりに向けて懸命な努力を続けてお

ります。

安倍首相は、就任後初めての施政方針演説で、戦後レジーム（体制）を脱却し、新し

い時代に合った新しい国づくり「美しい国、日本」の実現に向けて、次の50年、100年の

時代の荒波に耐え得る新たな国家像を描いていくことこそが自分の使命だと訴え、新成

長戦略と歳出・歳入一体改革を進めることで、財政健全化に取り組む方針を強調しまし

た。

また、地方の活力なくして国の活力はあり得ないとし、地方のやる気や知恵・工夫を

、 、引き出すためには 地域に住む方のニーズを一番よくわかっている地方がみずから考え

実行することのできる体制づくりが必要とし、地方分権の徹底した推進を掲げておりま

す。さらに、地方の独自の取り組みを推進する「頑張る地方応援プログラム」を４月か

らスタートさせ、具体的な成果指標を明らかにして取り組む地方自治体を地方交付税で

支援する制度創設なども行われます。

しかし、我が国が戦後 低の景気回復を続ける中、北海道の景気も持ち直しの動きが

見られつつありますが、本町経済はまだまだ厳しい状況に変わりはなく、従来にも増し

て、確かな行財政運営の推進が求められております。

私は、この難局と正面から向かい合い、これまで以上に気を引き締め、既成の概念に

とらわれず、常に改革の意識を持ちながら、町民の皆さんと一緒になって、力強く町政

を推進していきたいと考えております。

町民の皆さん、町議会議員の皆さんの一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

国が示した平成19年度予算編成の基本方針では、地方財政に関し、国と地方の信頼関

係を維持しつつ、国の取り組みと歩調を合わせて、人件費、投資的経費、一般行政経費

の各分野にわたり、地方歳出を厳しく抑制するとしております。

また、国・地方の財政状況を踏まえつつ、交付税や補助金の見直しとあわせ、税源移

譲を含めた税源配分の見直しを行う一方で、地方公共団体には「地方公共団体における

行政改革のさらなる推進のための指針」などを踏まえた、より一層の地方行革に取り組

むこととしております。
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その一方で、北海道は、市町村合併の推進や道州制に向けた事務権限の移譲、支庁制

度改革などといった大きな課題が山積しております。特に、市町村合併については、昨

年開催のまちづくり地域懇談会でも情報提供させていただきましたが、釧路支庁管内の

７町村では、将来の合併を視野に入れつつも、当面は広域連携による行政の効率化を目

指し、可能な政策課題の洗い出しを行うなどの検討を進めております。

道州制や支庁制度改革は、住民に身近な行政を住民により近いところに移すという趣

旨に異を唱えるものではありませんが、今後とも、事務権限の移譲を受けるに当たって

は、それに見合う財源措置を求めながら対応するとともに、支庁制度改革のいかんによ

っては道民に不便を強いることも想定されるため、住民サービスの低下や市町村の負担

増につながらないよう対処してまいります。

さらに、北海道は「道財政立て直しプラン」に基づき、公共事業の見直し、道単独補

助の縮減・廃止、職員数の削減が行われており、町内の出先機関の縮小にもつながって

きており、地域に与える影響を 小限にとどめるよう、今後も機会あるごとに北海道に

要請してまいります。

このような情勢を踏まえると、これまでの行政サービスの質や量を総体的に後退させ

ずに維持することは困難であり、時代に見合った行政サービスのあり方や役割分担につ

いて町民の皆さんと議論しながら、さらに見直ししていく必要があります。

こうした中、昨年、国は、釧路産炭地域総合発展基金のうち、基盤整備事業基金（旧

基金）を運用型から取り崩し型へと変更し、平成23年12月までの期限を設け、短期集中

的に産炭地域に残された諸課題を一掃する事業への活用を認めたため、本町においても

地域振興策に資する事業を選択しながら、有効に活用してまいります。

それでは、主要な施策の推進について、第４期厚岸町総合計画の５本のまちづくりの

柱に沿って申し上げます。

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。

厚岸町の産業や人々の暮らしは、恵まれた自然に依存して発展してきましたが、私た

ちが将来にわたり生活していくためには、良好な自然環境なくしては成り立たず、自然

と共生していくことが重要であります。

このため、豊かな環境を守り育てる基本条例に基づく「豊かな環境を守り育てる基本

」 。 、 、 、計画 を平成19年２月に策定いたしました この計画は 20歳から30歳の町民 町職員

事業所職員21人で組織された町民検討会議において検討を行い、たたき台となる素案を

作成し、町民の皆さんや産業団体、消費者団体などに開示して意見を求めるとともに、

役場内の環境政策調整会議を経て厚岸町環境審議会に諮問を行い、２回の審議後に出さ

れた答申意見を反映して、厚岸町政策会議において決定いたしました。

この計画では、目指す環境の姿を「持続可能な産業と生活のために」としており、６

項目の施策の基本方針、16項目の関連施策の柱と102項目の細分化した行動指針をもとに

、 、 、 。実施し 毎年 点検・評価する進行管理のもと 今後10年間で取り組む決意であります

町の環境保全につきましては、これまでにも山林から厚岸湾・湖への自然の連鎖を一

体的にとらえ、その重要性を啓発し、地域や団体などと協働して保全対策を図ってきて

おります。その一環として、別寒辺牛川・ホマカイ川流域環境保全協議会において、昨

年度は町内酪農家の協力を得て、ホマカイ川流域の草地に1,200本の広葉樹の植樹を行い
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ましたが、植栽適地の調査をもとに、本年度は標茶町の流域でも河畔林の造成を進め、

毎年度継続して行う予定であります。

昨年度からＩＳＯ14001の国際認証機関の登録更新を行わず、同様の内容で「厚岸町環

境マネジメントシステム」として１年間自主運営を行ってきましたが、年間の監視・測

定結果報告書における達成度合いを検証し、２年目の活動を確かなものとして取り組み

を継続いたします。

廃棄物処理につきましては、昨年度に改修したごみ焼却処理施設と供用開始した第２

期 終処理場に加え、本年度は一時保管施設を建設し、一般廃棄物の効率的で適正な処

理に対処してまいります。また、ますます複雑化する処理に対応するため、リサイクル

センターを建設し、分別収集した容器包装プラスチックと発泡スチロール等を圧縮梱包

して資源化ルートに乗せ、 終処理場の延命を図ってまいります。さらに、生ごみ対策

として、有機資源堆肥センターへの搬入は、町有４施設の給食残滓に加え、昨年度、試

験的に飲食店４店の搬入を行いましたが、本年度はさらに対象飲食店の拡大を図ってま

いります。

資源ごみを売却した収入の一部を環境保全基金に積み、これを財源として山や河畔へ

の植栽を行い 厚岸湾・湖の水質保全を図り 漁業生産に寄与することを目的とする み、 、 「

どりの環境構想」は、町民の皆さんが行うごみの分別が間接的に森づくりへの参加とな

り、ひいては海の恵みの恩恵に浴することを引き続き啓発し、協働のまちづくりの一環

として取り組んでまいります。

別寒辺牛川のカヌー駅につきましては、昨年度に利用者の意見を反映させて改修した

、 。スロープ式乗降施設を町内外に知らしめ 湿地の賢明な利用の啓発を図ってまいります

下水道は、快適な生活環境を確立するとともに、公衆衛生の向上に寄与し、あわせて

厚岸湾・湖などの公共用水域の水質保全に資することを目的に、平成３年度から事業を

進めてきております。本年度は、白浜、宮園の一部、面積にして約３ヘクタールの汚水

管整備を進めてまいります。また、引き続き、終末処理場への汚水流入量増加に対応す

るための処理施設の増設工事のほか、平成20年以降の整備を予定している有明町地区の

浸水対策の調査設計を進めてまいります。

また、水道は、町民の生活に必要不可欠なものであり、安全で良質な水道水を安定供

給することが求められております。このため、将来にわたる安定した供給を図るため、

水源としている河川流域における水辺環境の保全に資する施策として、引き続き水源涵

養林の取得を進めてまいります。さらに、老朽化が著しい床潭配水池とポンプ場のテレ

メーターの改修を行うほか、水道水の安定供給やコスト縮減のための配水管の布設がえ

や漏水調査などを実施し、水道事業会計の経営の安定に努めてまいります。

さらに、町民の生活環境に係るものとして、道路や河川、住宅、交通施策について申

し上げます。

幹線道路については、町道、住の江町通り、白浜町山の手通り、別寒辺牛道路、太田

８番道路の改良舗装事業を継続し、新たに若竹町通り改良舗装事業に着手いたします。

生活道路では、湾月町、有明町、住の江町、門静の各地域において、緊急度の高い路

線からの整備と市街地の損傷の著しい舗装道路のオーバーレイ補修工事を進めてまいり

ます。
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都市計画では、湖南地区中心市街地において、松葉町憩いの広場の活用を図るため、

駐車場やトイレなどの整備について、地域の皆さんと検討してまいります。また、門静

（ ） 、 、１丁目 偕楽園団地 地区と光栄地区では 町民との協働の公園づくりを実践するため

地域の皆さんが望む公園の規模や機能などについての話し合いを行いながら、整備しよ

うとする公園の青写真づくりに取り組んでまいります。

河川事業では、準用河川汐見川と普通河川奔渡川の改修工事を継続してとり進めてま

いります。

また、別寒辺牛川水系治水砂防施設整備事業では、トライベツダム改良後の河川調査

と土砂生産源対策工を実施してまいります。

住環境の整備については、民間業者との連携を図り、安心・安全な住宅づくりに取り

組んでまいります。

町営住宅の維持保全としては、梅香団地の給排水管の改修と階段手すりの設置を行い

ます。

防災について、特に地震津波への対応としては現在、北海道と調整作業を進めている

日本海溝・千島海溝周辺の地震対策推進にかかわる町の推進計画の早期策定を図るとと

もに、大地震に備えて、町内にある建築物の耐震化を促す方向を示すための「厚岸町耐

震改修促進計画」を策定いたします。緊急時の適切な避難行動を促すため、本年２月に

町内の関係機関・団体が参加して立ち上げた「厚岸町漁業地域防災協議会」において、

地震津波への緊急対応及び避難行動のルール化を進めるなど、住民防災意識の向上に継

続して取り組んでまいります。

また、昨年から実施した「防災総合訓練」については、関係機関などの連携によって

継続実施を図ってまいります。

、 、 。近年 低気圧などにより 港町地区の道路が冠水する被害が増加・拡大しております

厚岸大橋の通行どめなどで町民生活に支障が生じており、北海道と連携して、早期に対

策が講じられるよう検討を進めてまいります。

字名改正事業については、引き続き、住の江町・真栄町・港町地区の整理を進めてま

いります。

公共交通の鉄道やバス輸送の確保は、町民生活の利便性向上に欠くことのできないも

のであり、特にバス輸送は、生活交通路線の存続に向け必要な支援を行うなど、交通環

境づくりに努めてまいります。

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。

酪農情勢は、昨年から脱脂粉乳とバターの過剰在庫処理や生乳の需給調整によって、

手取り乳価の減少に加え、抑制型の計画生産を受け入れしており、さらに昨年末には、

牛肉や乳製品などの重要品目に関する関税措置を明確にしないまま日豪経済連携協定 日（

豪ＥＰＡ）交渉入りが決定されました。この日豪ＥＰＡ交渉において重要品目の関税措

、 、 、置が撤廃されると 本町の酪農業はもとより 北海道農業への影響度合いは甚大であり

農業関連産業にとどまらず、地域経済と地域社会にはかり知れない影響が及ぶこととな

ります。このため、漁業と酪農という第一次産業を基幹産業とする町として、食料自給

と国の根幹産業である農業の存続・継続を確保するとともに、地域社会を壊滅させかね
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ない関税措置撤廃に対して、行政はもとより、農業関係団体と一体となり、関税措置を

撤廃しないよう、引き続き国に対して働きかけてまいります。

今後における酪農経営の方向性に関して、外圧的な不安材料はあるものの、北海道酪

農の主産地形成と地域における主要産業の継続と安定に加え、農業の持つさまざまな機

能の維持と生産活動を支援するため、農協と連携しながら効果的な取り組みを行ってま

いります。

生乳生産の基盤となる良質粗飼料の確保に向けた計画的な基盤整備を継続するととも

、 「 」 、に 優良な後継牛の確保と省力化を目的とした 若齢牛育成センター の供用を開始し

本施設の効果的な利用に取り組んでまいります。

農道整備では、酪農関係車両の大型化や交通量の増加に対応するため進めてきた太田

・片無去地区の集乳道整備が完了したことから、新たな整備地区として太田６の通りほ

か２路線を幹線とする「太田第２地区集乳道整備事業」が採択され、この事業に着手い

たします。

また 乳用牛飼養頭数の増加と飼養形態の変化に伴い不足する飲雑用水を確保する 道、 「

営営農用水事業」を引き続き実施してまいります。

町営牧場は、後継牛の育成で酪農家の労働力不足を補い、経営の安定にも大きな役割

を果たしております。今後も、その果たす役割がますます大きくなるものと考えられま

すので、引き続き経費削減と飼養管理技術の向上に努め、酪農家の期待にこたえてまい

ります。

なお、別寒辺牛団地につきましては、道営事業による基盤整備と施設整備を進め、飼

養環境の充実を図ってまいります。

次に、林業施策について申し上げます。

森林は、地域環境の保全のために大きく貢献し、私たちの生活と深くかかわっている

ことから、町有林につきましては、より森林の持つ公益的機能が増進するよう、無立木

地への植栽、成長を促す間伐などの保育事業、複層林化をする受光伐と植栽を行い、環

境保全林として長期的な視点に立ち、森林の適切な管理・育成を図ってまいります。

また、片無去地区の森林の適切な管理を行うための森林管理道開設事業は、今年度か

ら本工事に着手いたします。

昨年度で５年間の事業期間が満了した森林整備地域活動支援交付金事業は、適切な森

林整備の推進と森林施業の集約化に向けた支援として国の制度が見直され、厚岸町とし

ても引き続きこの制度を実施し、私有林整備の振興を図ってまいります。

別寒辺牛川支流源流部での町民の森への植栽につきましては、46年ぶりに北海道で開

催される全国植樹祭と連動した取り組みとして多くの町民の皆さんの参加を促し、自然

環境の保全や森づくりの大切さなどを体感し、森林を未来に継承するという意識の高揚

を図ってまいります。

また、山地の崩壊などから町民生活の安全と財産を守るため、奔渡町地区、梅香町地

、 、 、 、 、 、区 住の江地区 片無去地区において土砂流出防止工事を また 末広地区 若松地区

尾幌地区において保安林改良工事を、北海道と連携して引き続き実施いたします。

きのこ菌床センターは、地域の生産者への良質な菌床の供給を目指し、製造コストの

縮減と安定供給に取り組むとともに、生産者と連携しながら、運営の改善や菌床製造の
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技術向上に努めてまいります。

次に、水産業についてであります。

漁業は、国内の景気回復に伴い、低迷していた消費や魚価に回復傾向が見られるもの

の、主力のサンマは依然として価格が低迷し、さらには燃料の高騰などにより、漁業経

営にとって厳しい状況が続いております。

沿岸の資源増大及び漁場管理対策として、北海道による大黒島沖での漁礁の沈設が引

き続き行われるほか、漁協が事業主体で実施する昆布漁場改良事業やヒトデ駆除事業な

ど、各種事業に対して支援を継続してまいります。

漁港の整備については、厚岸漁港において、引き続き若竹第一埠頭の静穏度対策とし

ての護岸と岸壁の整備を初め、湖内航路のしゅんせつ、湾月船揚場の改良が行われるほ

か、地域念願の門静漁港の整備が着手され、公有水面の埋め立て申請や道路用地の買収

などが計画されております。床潭漁港につきましては、新たに整備した船揚場背後と道

、 、路の舗装工事を行うほか 老朽化が著しい漁港中央部の物揚場の補修工事を行いますが

漁港内の他の施設についても補修が必要なことから、北海道に対し要望しているところ

であります。

また、高潮や浸食から海岸を守るため、海岸保全事業により計画的に整備が進められ

るよう、北海道と国に強く要望してまいります。

、 、カキ種苗センターの運営につきましては 引き続き良質な種苗生産に努めるとともに

漁業者と協力しながら、養殖技術の確立について研さんを続けてまいります。また、厚

岸湾内・湖内の水質検査を継続して実施し、漁場環境への経年変化を分析するために必

要なデータの蓄積と漁業関係者への情報提供に努めてまいります。

また、昨年12月から今年初めにかけてのノロウイルスの風評被害で、全国のカキ生産

地は大きな打撃を受けました。町といたしましては、漁協と連携し、道内外におけるノ

ロウイルス対策の取り組み事例や情報の収集などを行い、今後の対応に結びつけていき

たいと考えております。

本町の大宗漁業であります昆布については、釧路産昆布の消費低迷が続く中、今後と

も輸入割り当て制度（ＩＱ）の堅持と原産地表示の義務化に向け、引き続き漁協と連携

し、北海道及び国に対して要請していきたいと考えております。

消費者が食への安全性を強く求める今日、安全かつ良質な水産物の供給体制を整える

ために、漁業者、市場関係者、加工場、買受人、販売人、流通業者の関係者が一体とな

った取り組みが必要なことから、水産物衛生管理講習会を開催しながら共通認識を深め

るとともに、地域の実態に即した地域ハサップの取り組みを進めてまいります。

次に、商工と観光についてであります。

商業は、これまでの基幹産業の盛衰に左右されてきましたが、今日では人口の減少に

加え、大型スーパーやコンビニ店の進出、カタログ販売の台頭、専門店への消費購買力

の流出、さらには公共事業の減少による雇用情勢の悪化などが追い打ちをかけ、厳しい

状況にあります。こうした状況は本町に限ったものではなく、商業者みずからが創意工

夫ある効果的な施策を見出せていないのが現状であります。

また、水産加工業は、原料の漁獲量や価格の動向に業績が左右される不安要素を常に

抱えておりますし、その他建設土木業、鉄骨や砕石など建築資材製造業においても、公
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共事業の減少による影響が も大きな業種であり、特に近年の建設業における工事種類

ごとの専門化により雇用の面でも悪影響を及ぼし、厳しい経営が続いております。

こうした状況を受け、町としては、景気浮揚の側面からも、町の公共事業を有利な財

源を確保した中で積極的に発注してまいりますし、産業経済団体の連携による新たな流

通体制への取り組みや商品開発の支援にも力を入れるほか、中小企業融資制度や小規模

商工業者設備近代化資金貸付制度などの有効活用と、国や北海道の支援制度を積極的に

紹介するなどして、経営の自立安定に向けた支援に努めてまいります。

雇用については、企業が即戦力の人材を求めていることや雇用形態の変化から、地元

における新卒や若年労働者の雇用状況は依然として厳しい環境にあります。厚岸町雇用

対策連絡協議会などの場では、若い人が町に残ることが将来のまちづくりに必要との認

識は一致するものの、雇用に結びついていないのが現状であり、今後とも地元での雇用

の場の創出と門戸を広げるよう協議、要請してまいります。

失業対策については、商工会との連携を図りながら、釧路公共職業安定所の求人情報

を掲出するほか、冬期技能講習への講師派遣や会場使用などを支援してまいります。

振り込め詐欺や架空請求などの詐欺行為、点検や催眠といった悪質な商法などが依然

として後を絶ちません。このため、北海道及び全道市町村のネットワークによる情報の

受発信、厚岸警察署や厚岸町消費者被害防止連絡協議会との連携を図るほか、防災行政

、 。 、無線や広報紙などを有効に活用しながら 被害の防止や啓発に努めてまいります また

お年寄りが被害に遭うことが多いため、消費者協会や自治会活動による地域ぐるみの監

視体制を、できることから進めてまいります。

観光振興については、桜・牡蠣まつり、あやめまつり、牡蠣まつりを、観光客はもと

より地元町民にも支持されるイベントに育てるため、関係機関と連携してとり進めてま

いります。また、それらイベントの主要な会場になっている子野日公園は、訪れる観光

客や町民に満足していただけるよう、昨年度に引き続き、園路や排水、トイレの改修な

どを進めてまいります。

厚岸道立自然公園の国定公園化については、漁業関係者から、厚岸湖を公園区域に含

めることについて、将来の漁業活動に対する不安がぬぐい切れないとする声があること

から、関係者との協議を精力的に進めてきましたが、いまだ理解を得るに至っておりま

せん。今後とも、漁業関係者の不安解消に向け、引き続き努力してまいります。

厚岸味覚ターミナル「コンキリエ」は、厚岸観光の中核拠点施設として多くの観光客

が利用しておりますが、近年、観光客の入り込みが減少傾向にあることや、利用者の消

費金額の減少が顕著になるなど、経営収支は赤字が続いております。これを改善するた

めには、お客様のニーズにこたえたメニューの構成や、利用の促進策として体験型観光

との連携、施設のリニューアル、サービスの向上などが必要と考えておりますし、あわ

せて経営収支の健全化に向け、職員の意識向上を図り、さらなる経費の軽減に努めてま

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。

町民の健康増進については、町民が健やかに生き生きと自立して暮らすことのできる

よう、町民がつくる健康なまちづくり計画「みんなすこやか厚岸21」に基づいて取り組

んでまいります。
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また、平成18年６月の法律改正に伴って 「老人保健法」から「高齢者の医療の確保に、

」 、 、関する法律 への制度変更が平成20年度に実施される予定にあり 健診対象や実施主体

保健指導などの内容が変更される方向にあることから、平成19年度は既存の施策展開に

あわせ、平成20年度からの事業推進システムを構築する準備を進め、円滑な制度変更に

対応してまいります。

同じく、平成18年12月に改正された「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律」が平成19年度から施行されることから、感染のおそれがある疾病の蔓延を

防止するため、適切な予防措置に努めてまいります。

高齢社会が一層進み、高齢化率が26％台半ばにある現実を踏まえ、平成18年３月策定

の「厚岸町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」に基づいて、既存事業の着実な展

開を心がけるとともに、予防重視型事業の具体化と定着に努めてまいります。

障害者対策としては、障害者自立支援法に基づいた必要な障害福祉サービスや相談支

援、地域生活支援事業の提供体制の確保と円滑な事業実施を着実に推進するとともに、

昨年４月開設の「子ども発達支援センター」のさらなる機能強化により、家族のニーズ

に沿った療育環境の整備を進めてまいります。

児童福祉対策では、喜びを持って子育てに当たれるよう、町独自の環境づくりを進め

てまいります。妊婦健康診査通院支援として第１子から２万円の助成を行うほか、保育

。 、料支援として第３子以降の保育所や幼稚園の保育料の20％を助成いたします さらには

出産祝金として第３子に５万円、第４子以降には10万円の支給を行うほか、子育ての不

安の解消に役立つ「子育てお助けブック」を配布いたします。

また、安心して子供を託すことのできる保育所、児童館運営に努めるとともに、一時

的な保育などの育児支援について検討を行ってまいります。

次に、介護保険会計及び介護サービス事業会計についてであります。

介護保険制度がスタートして８年目を迎える平成19年度は、包括支援センターの機能

を高め、介護を社会全体で支え合う介護保険制度や関連する制度についての情報提供を

行いながら、要支援・要介護者への充実した介護サービスの提供に努めるとともに、介

護予防事業及び地域支援事業の普及にも努力してまいります。

また、介護サービス事業会計では、引き続き特別養護老人ホーム及びデイサービス事

業の公平でより効率的な運営に努めるとともに、増加しつつある介護予防サービス計画

（ ） 、 。ケアプラン の作成事業を通じ この町で暮らし続ける高齢者を支援してまいります

厳しい運営が続く国民健康保険は、引き続き事業運営の安定化を目指し、医療制度改

正などの影響も見きわめながら、制度の安定化に向けた国からの支援策の構築を、関係

機関と連携して進めてまいります。

また、保険税収納率の向上など給付費財源の確保に努めるほか、平成20年度から保険

者の必須事業となります「特定健診・特定保健指導」の実施に向け、保健・医療部門と

の連携強化を図ってまいります。

次に、病院事業会計についてであります。

町立病院は、町民の命と健康を支える医療拠点施設として、地域医療を志す医師体制

のもとに医療関係者が集い、保健衛生部門や介護施設との連携や、患者の目線に立った

医療の取り組みを進め、町民に信頼される厚岸郡の中核としての病院づくりを目指して



- 16 -

まいります。

また、介護療養型病床については、法改正による平成24年３月末の転換期限を前に、

関係機関との協議を重ねながら、本町の現状に見合った病床のあり方として検討を進め

てまいります。

診療科目としては内科、外科、小児科を中心に、町民のニーズに合った整形外科、脳

神経外科、専門内科による外来を実施し、24時間救急体制を堅持しながら、医師及び医

療技術員の確保を図り、良質な医療サービスの充実に努めてまいります。

病院経営は、かつてない診療報酬の大幅なマイナス改定や医療保険制度の激変など、

厳しさを増す医療環境の中で、外来及び入院患者数が過去２年間の数値を上回り増加に

転じており、さらなる医業収益の確保と経営改善の取り組みを継続し、単年度収支の均

衡並びに不良債務の解消を図ることを目標にして努力してまいります。

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。

町民一人一人が人生に生きがいを感じ、生涯にわたって心豊かで活力に満ちた暮らし

を営めるまちづくりは、行政の重要な役割であり、また、願いでもあります。

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、待望

の真龍小学校の改築では、校舎部分が昨年末に完成し、７月から新校舎での授業を開始

しておりますが、平成19年度では屋内運動場の建設工事とあわせて、生涯学習教育の核

となる施設整備を行ってまいります。

情報化社会の急速な進展により、利用者に不便を来していた本の森情報館におけるパ

ソコン実習室のコンピューターの更新をいたします。

また、宮園運動公園、パークゴルフ場の適切な芝生管理を行うための機械整備を図っ

てまいります。

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。

私は、町長就任以来、厚岸町のまちづくりの基本は、町民の皆さんと行政がともに将

来を見据えて、お互いが協力してまちづくりを進める「協働のまちづくり」を訴えてま

いりました。自治会組織や各種団体を初め町民の皆さんの自主的な地域づくり活動に、

一体となってさらに取り組む考えでおります。

また、私は 「男女共同参画社会」の実現に向けた一つとして、町の各種委員会などへ、

の女性の参画をお願いするなど、行政としてできるところから取り組みを進め、男女共

同参画社会の建設に努めてまいります。

昨年12月には 「地方分権改革推進法」並びに「道州制特区推進法」が制定され、国か、

ら道へ、また、道から市町村へと権限の移譲が今後さらに進むことは必至の情勢にあり

。 、 、ます そのため 町職員の総合的行政能力の向上や国際的視野・見識を持った人材育成

高度専門的知識の取得に向けた研修参加の機会をつくり、職員の一層の意識改革を図る

とともに、人材交流の意義が大きくなることから、北海道及び友好都市・村山市との人

事交流を引き続き行ってまいります。

また、簡素で効率的な行政運営をより一層推進するため、４月から「スタッフ制」の

導入を行い、職員の業務量の平準化を図るとともに、知識や情報を共有しながら臨機応

変なチーム編成を行い、横断的な業務を遂行する形態へと組織体制を見直すほか、経常

経費のさらなる抑制を継続して実施するなどの対策を講じてまいります。
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、 、 、次に 本年度の財政運営についてでありますが 平成19年度地方財政計画においては

景気回復に伴う自然増収や定率減税などの廃止などで地方税は15.7％の増、地方交付税

は4.4％の減、これに臨時財政対策債を含めた地方一般財源の総額は0.9％増と、前年度

を超える水準を確保したとしております。

しかしながら、本町においては、一般会計歳入のうち、町民税は「税源移譲」と「定

率減税の廃止」があるものの、地方においては依然として顕著な景気回復となっておら

ず、この長引く景気低迷の影響により町民税の大幅増収は見込めず、前年度当初に比較

、 。 、 、して約8,600万円の増にとどまり 実質横ばいの状況であります また 固定資産税では

いまだ地価下落に歯どめがかからず、前年度とほぼ同額となり、町税全体ではかろうじ

て10億円台を確保できる見込みとなったものの、大幅増収となる状況ではありません。

また、地方交付税においては、前述の地方財政計画で4.4％の減に加えて、平成19年度

から「新型交付税」が導入され、前年度に引き続き地方交付税の抑制策は堅持され、交

付税が増額となる肯定的要素は皆無で、歳入不足は前年度同様、極めて深刻な状況にな

っております。

このような状況の中で、平成19年度予算につきましては、前年度に引き続き特別職及

び一般職を初めとする人件費の削減と退職者の不補充による定員管理を行い、３年ごと

に求められる退職手当組合追加負担金を除き、実質的に約4,900万円を減額したほか、他

の経常経費や投資的経費に充当する一般財源も抑制いたしましたが、不足する約５億

9,700万円については、財政調整基金を初めとする各種基金を取り崩し、収支の均衡を図

ったものであります。

この累次の財政危機は、国が進める行財政改革の推進施策の中において、住民に も

身近なサービスを提供している地方自治体財政を直撃し、とりわけ小規模自治体の行財

政運営は極めて厳しく、危機的な状況に追い込まれております。

、 、このような状況は今後も継続し さらに厳しさを増すことは必至であることを認識し

今後、基礎自治体としての財政運営を維持していくため、歳入面においては、貴重な税

収確保のため、本年４月設立の「 仮称）釧路・根室広域地方税滞納整理機構」による収（

納率向上及び税負担の公平性の確保に努め、自主財源の確保を図るとともに、歳出面に

おきましては、行政サービスが町民の皆さんに「きめ細かく」かつ「くまなく」行き届

くよう、これまでの既成概念にとらわれることなく、財政基盤の確立を 重点に置きな

がら、新たな経営感覚を持った効率的な予算執行と経費縮減に努め、総合計画に定めて

いる目標達成に向けて、各種施策をとり進めてまいります。

以上、平成19年度の町政を執行するに当たっての基本姿勢と主要な施策の概要につい

て申し上げました。

地方自治体を取り巻く情勢の変革や山積する行政課題を抱える中、この財政危機を乗

り越え、町民生活を支える基礎自治体としての基盤を維持していくためにも、協働のま

ちづくりの視点から社会資本整備や行政サービスのあり方について検討を進めるほか、

周辺市町村との広域連携による事務事業の効率化などにも配意しながら、行政経費の縮

減に努め、それを将来の町の活性化などに生かせるよう、大胆な改革に職員と一丸とな

って取り組んでまいります。

私は、町民の一人一人が誇りと愛着を持ち 「この厚岸に住んでよかったと実感できる、
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まちづくり」を展開するため、今まで述べてきた諸施策の実現に向けて頑張ってまいる

所存であります。

町民の皆さん並びに町議会議員の皆さんの一層のご理解とご協力を心からお願いを申

し上げ、執行方針とさせていただきます。

●議長（稲井議員） 次に、教育長に教育行政執行方針の説明を求めます。

教育長。

●教育長（富澤 泰） 皆さん、おはようございます。

平成19年厚岸町議会第１回定例会の開会に当たり、教育委員会が所管する行政の執行

について、その方針を申し上げます。

我が国では、地方分権や規制緩和などの政策に見られるように、地方や民間の活力を

導入した新たな社会システムの構築が進められております。

教育におきましては、急速に変化する社会の担い手となり得る人材の育成を目指し、

さまざまな改革が進められております。

教育委員会といたしましては、こうした社会の動向を踏まえ、地域の発展を担う人づ

くりが重要な課題であるとの認識に立ち、関係部局や関係機関との連携を図りながら、

所管する施策を推進してまいります。

以下、本年度の主要な施策について申し上げます。

第１は、学校教育の充実についてであります。

学校教育につきましては、未来を担う児童生徒が夢や希望を持って生き生きと学び、

心身ともに健やかに成長していける教育を実現することが重要であります。このため、

保護者にとって通わせがいのある学校、子供たちにとって学びがいのある学校づくりを

進めることを基本方針として、次の７つの重点に取り組んでまいります。

重点の１は 「確かな学力の育成」であります。、

基礎的・基本的な知識・技能を含め、学ぶ意欲、思考力、判断力、表現力などを含め

た「確かな学力」を身につけさせるための施策について申し上げます。

初めに 「児童生徒一人一人を大切にした指導」についてであります。、

各教科の指導に当たっては、チームティーチングや少人数指導、発展的な学習や補充

的な学習を積極的に取り入れ、子供一人一人に応じたきめ細かな指導を進めてまいりま

す。また、小学校全学年と中学校１・２年生を対象に本町が実施している標準学力検査

並びに本年度から文部科学省が実施する全国一斉学力調査の結果から、子供一人一人の

実態を的確に把握し、学習指導の改善に努めてまいります。

次に 「学習習慣や生活習慣の育成」についてであります。、

近年 「早寝・早起き・朝ご飯」をキャッチフレーズとした取り組みが全国的な広がり、

を見せ、その成果の一つとして学力向上が報告されています。

昨年度から、本町においても参観日や学校だよりを通じて同様の取り組みが行われて

おり、本年度も引き続き家庭の理解と協力を得ながら、学習習慣や生活習慣の育成に努

めてまいります。全国一斉学力調査では、子供たちの学習習慣や生活習慣に関する調査

も実施されることから、その結果を指導に生かしてまいります。
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重点の２は 「心の教育の充実」であります。、

子供たちが家族の一員として、あるいは社会の一員として、幸せで充実した生活を送

るためには、自他の生命や人権を尊重する心、思いやりの心、規範意識や公徳心など、

豊かな心をはぐくむ教育の充実が重要であります。このため、教育活動全体にわたって

自然体験やボランティア体験などの豊かな体験を重視し、心の教育の充実に努めてまい

ります。

いじめや不登校などの生徒指導に関する問題につきましては、教師と子供たちの良好

な人間関係を重視するとともに、迅速かつ組織的に対応できる学校体制を整えてまいり

ます。

特に、いじめ問題については、いじめられる子を守り通すことと、いじめは絶対に許

されない行為であることを認識させることを基本方針として、学校・家庭・教育委員会

が連携し、早期発見と適切な対応に努めてまいります。また、昨年度実施したいじめア

ンケートに加え、新たに学級満足度調査を実施し、きめ細かな児童生徒理解を図ってま

いります。さらに、スクールカウンセラーや心の教室相談員を継続して配置し、心が通

い合う教育相談を行ってまいります。

重点の３は 「信頼される学校づくり」であります。、

初めに 「開かれた学校づくり」について申し上げます。、

家庭や地域の皆さんに学校の教育活動を理解していただくため、参観日や学校行事を

地域の皆さんに解放するとともに、学校だよりや学校評議員を通して学校情報の発信に

、「 」 。 、 、努め 外から見える学校 づくりを進めてまいります また 学校評価の公表を通して

学校・家庭・地域の連携と協力を重視した学校運営を進めてまいります。

次に 「教職員の資質向上」についてであります。、

学校教育の実質的担い手である教職員の資質向上を図るため、各種研修会や講座への

積極的参加を促すなど、教員がより広い視野・視点から自己研さんを深められるよう支

援してまいります。特に、本町で開催される釧路管内学校教育研究大会が教職員にとっ

て有益な研修の機会となるよう、その運営母体である町立教育研究所の事業推進を全面

的に支援してまいります。また、昨年度の上尾幌小中学校に加え、新たに１校を研究校

に指定し、教職員の実践的な指導力の向上に努めてまいります。

重点の４は 「健康・安全に関する教育の推進」であります。、

初めに、健康面について申し上げます。

町民がつくる健康なまちづくり計画「みんなすこやか厚岸21」と連動し、歯の健康、

喫煙や薬物乱用防止、食に関する指導の充実など、子供たちが主体的に健康づくりに取

り組む教育活動の推進に引き続き努めてまいります。

、 、学校給食につきましては 栄養面と安全面に配慮した食材の選択と献立の工夫により

子供たちの健康づくりを支えてまいります。また、学校が行う食に関する指導を積極的

に支援するとともに、望ましい食習慣に関する情報提供に努めてまいります。

給食施設・設備の改善では、本年度も傷みの激しい食器の更新を行うとともに、老朽

化が著しい給食センター施設整備の事業化に向けた検討を行ってまいります。

次に、安全面について申し上げます。

交通事故や自然災害についての安全教育に加え、不審者から身を守るための指導と対
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策を継続して行ってまいります。昨年度ですべての小中学校に配布が完了した防犯ブザ

ーについては、本年度も関係機関の協力のもと、小学校の新入学児童に配布してまいり

ます。このほか、児童生徒の危険回避能力を高める取り組みとして、通学路の安全マッ

プの作成や防犯教室の開催などを継続してまいります。さらに、幼児・児童生徒の安全

確保のため、小中学校に安全パトロール用の腕章を配布するとともに、引き続き家庭、

地域、関係機関への協力を要請してまいります。

重点の５は 「特別支援教育の充実」であります。、

本年度から小中学校で実施される特別支援教育につきましては、各学校が設置する校

内委員会やコーディネーターが円滑に機能することが重要であります。このため、これ

までの厚岸町就学指導検査委員会に新たな機能を加え、町内における特別支援教育の推

進と充実を図る体制を整備してまいります。また、保育所・幼稚園を含めた学校間の連

携を図り、子供一人一人のニーズに適応できる体制を整えてまいります。

さらには、本町と浜中町の２町で実施している就学指導の体制を維持するとともに、

特別支援学校や北海道教育委員会が進める巡回相談事業を活用するなど、関係機関との

連携を積極的に進めてまいります。

重点の６は 「環境教育の推進・充実」であります。、

「豊かな環境を守り育てる基本計画」を具現化する視点から、厚岸町の豊かな自然環

境を守り育てる意識や態度の育成を目指し、身近にある自然や施設、人材などを積極的

に活用するなど、体験を重視した教育活動を推進してまいります。また、関係部局や関

係団体と連携しながら、学校や地域でリーダー的な役割を担う児童生徒の育成と情報発

信に努めてまいります。

学校版環境マネジメントシステムへの取り組みにつきましては、すべての小中学校が

認定を受ける準備を進めており、本年度には実現する見通しとなっております。

重点の７は 「学校の施設・設備の整備」であります。、

継続事業である真龍小学校の改築につきましては、本年度、屋内運動場の改築を実施

するとともに、生涯学習活動の拠点となる施設を併設し、地域に開かれた学校づくりに

向けた整備を行ってまいります。

その他の学校施設や教員住宅の管理につきましては、適切な状況把握と迅速な維持補

修に努めるとともに、将来を見据えた整備計画を策定してまいります。また、懸案であ

ります学校施設の耐震性の確保については、昨年度まで進めてきた耐震化優先度調査や

第一次耐震診断などの結果を踏まえた耐震化推進計画の策定に取り組んでまいります。

小中学校の適正配置につきましては、これまでの状況や将来展望及び耐震化計画の検

討を踏まえた適正配置計画の素案を策定する中で、既に対象地域との協議を進めている

ところであります。本年度も、引き続き対象地域や関係機関と協議を行ってまいります

が、そこでお聞かせいただいた要望や意見を踏まえ、本年度中に適正配置計画を策定し

てまいります。

以上、学校教育の充実について申し上げましたが、教育委員会が所管する小中学校の

教育は、幼児教育並びに高等学校教育とも密接にかかわることから、それら関連する施

策について申し上げます。

幼児教育につきましては、町内の私立幼稚園児の保護者に対する所得に応じた一部補
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助と幼稚園運営費に対する補助を引き続き実施するとともに、本年度から町が実施する

少子化対策とも連携してまいります。また、小中学生や高校生と保育所や幼稚園の幼児

が触れ合う活動を積極的に推進・支援し、幼児教育と学校教育の連携を一層深めるよう

努めてまいります。

高等学校につきましては、昨年度、北海道教育委員会が示した「新たな高校教育に関

する指針」を受け、北海道や北海道教育委員会などの関係機関に対し、本町が望む両高

等学校の今後のあり方やこれにかかわる要望事項を提示してまいりました。本年度にお

いても、北海道教育委員会が策定する高校適正配置計画を注視しながら、引き続き要望

の早期実現に向けた要請活動を行ってまいります。

また、高等学校との連携・支援では、高等学校の教員を中学校に招聘して進路指導の

充実を図るなど、中・高の連携強化に努めるとともに、両校の特色ある教育活動を町内

外にＰＲするなど積極的に支援し、地元高等学校への志願率向上に努めてまいります。

第２は、社会教育の推進についてであります。

本年度は、時代の変化に対応した必要課題を見詰め、関係機関や団体との連携を図り

、 。ながら ライフステージや目的に応じた学習活動の場と機会の充実に努めてまいります

昨年度、真龍小学校の本校舎が完成し、本年度には生涯学習活動の拠点となる施設が

完成する予定でありますが、校舎建設のコンセプトの一つには「地域に開かれた学校づ

くり」があります。本年度は、この構想実現の足がかりとして、試行的に陶芸講座やコ

ンサートなどを開催し、学校教育と社会教育の融合に向けた各種事業の展開を図ってま

いります。

、 、家庭教育につきましては 基本的な生活習慣や親子間のコミュニケーション不足など

子供たちに関するさまざまな問題が提起されている中、近年、子供たちを取り巻く環境

が悪化し、児童虐待や凶悪犯罪に巻き込まれる報道が絶えません。このため、コミュニ

ケーションを技術として身につける「親業入門講座」や「子育て講和」を引き続き開催

するとともに 健全育成の推進と犯罪を未然に防ぐ手段として地域との連携を重視し あ、 、「

いさつ・声かけ運動」に取り組んでまいります。

、 、友好都市子ども交流事業につきましては 村山市との親善交流の効果が高いことから

本年度も引き続き実施してまいります。

芸術・文化の振興につきましては、町民の鑑賞機会の充実を図るため、町民文化祭の

ほか札幌交響楽団によるコンサートなどを開催してまいります。また、文化活動の促進

を図るため、文化団体と連携して、各種サークルの育成と支援に努めてまいります。

本の森厚岸情報館につきましては、本年度、パソコン実習室のコンピューターを更新

します。この 新機器とソフトの導入により、これまでの各種講習会や教室の内容をよ

り充実させるための検討を行うとともに、町民のニーズを取り入れた新たな講習会や教

室の開催に努めてまいります。また、本年度も、町の関係部局や学校、ボランティアグ

ループとの連携・協力により、ブックスタートや各所での読み聞かせ、読書案内などの

サービスを行ってまいります。

次に、文化財保護についてであります。

本年度は、文化財の保護意識の高揚と普及を図るため、引き続き文化財事業、海事記

念館事業を実施するほか、新たに海事記念館、郷土館及び太田屯田開拓記念館並びに文
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化財の事業などの情報を発信するためのホームページを開設してまいります。

昨年の調査で生息が確認できなかった床潭沼のヒブナにつきましては、関係機関・関

係者の協力と指導を得ながら、新たな調査方法について検討の上、引き続き実施してま

いります。

アッケシソウの保護につきましては、港町に造成したした300平方メートルの栽培地で

の育成がとても良好であったことから、さらに昨年末に900平方メートルを造成したとこ

ろであります。本年度は、町内外の皆さんが身近に観察できる栽培地を目指し、引き続

き増殖に関する研究に取り組んでまいります。

昨年度、町の各種イベントで披露され、多くの皆さんに喜ばれました「厚岸かぐら」

につきましては、民俗芸能の伝承と後継者の育成に対し、引き続き支援を行ってまいり

ます。

また、昨年度から施行されている国指定重要文化財「正行寺本堂」の保存整備につき

ましても、引き続き支援を行ってまいります。

第３は、スポーツの振興についてであります。

スポーツは、爽快感、達成感などの精神的充足に加え、楽しさ、喜びをもたらすもの

、 。 、であり 心身の健全な発達を図る上で極めて重要な役割を果たしております このため

だれもが、いつでも、どこでもスポーツに親しめる生涯スポーツ社会の実現に向け、各

種スポーツ大会やスポーツ教室を開催するほか、町民の健康面をサポートするための新

たな教室の開催に向け、検討してまいります。

宮園公園を中心とした各スポーツ施設の管理運営につきましては、効率的な運営と利

用者に喜ばれる施設管理に努めてまいります。特に、有料化４年目を迎える宮園公園パ

ークゴルフ場については、新たにコース専用の芝刈機を導入しますので、これまでに導

入した管理機械とあわせ、これらを十分に活用し、快適にプレーできる施設管理に努め

てまいります。

また、青少年の健全育成や競技力の向上を図るため、引き続き全道、全国大会などへ

の参加に対する支援を行うとともに、指導者の育成や確保に努めてまいります。

以上、19年度の教育行政の執行に関する主要な方針について申し上げましたが、教育

委員会といたしましては、町民の皆さんの負託にこたえるため、町を初め学校、関係機

関と密接な連携を図りながら、本町の教育・文化・スポーツの振興と充実に 善の努力

をしてまいります。

町民の皆さん並びに町議会議員の皆さんの一層のご理解とご協力を心からお願い申し

上げます。

以上でございます。

（ ） 、 。●議長 稲井議員 以上で 町政執行方針並びに教育行政執行方針の説明を終わります

●議長（稲井議員） 日程第９、議案第１号 平成19年度厚岸町一般会計予算から議案第

９号 平成19年度厚岸町病院事業会計予算まで、以上９件を一括議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

税財政課長。
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（ ） 、●税財政課長 佐藤課長 ただいま上程いただきました議案第１号から議案第７号まで

その提案理由を説明させていただきます。

お手元に配付しております平成19年度厚岸町各会計予算書及び同時に配付しておりま

す平成19年度一般会計予算資料の一部について説明をさせていただきます。

それでは、予算書の１ページをお開き願いたいと思います。

議案第１号 平成19年度厚岸町一般会計予算であります。

平成19年度厚岸町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

第１条第１項、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ77億9,209万円と定める。

、 、「 」第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第１表歳入歳出予算

によるものでございます。

２ページから５ページにわたりますが、第１表歳入歳出であります。本表記載のとお

り、歳入では22款40項、歳出では12款31項にわたり、それぞれ77億9,209万円となってお

ります。

まず、予算書の説明に入ります前に、歳入歳出予算の前年度予算対比等の概要につき

まして説明をさせていただきます。

恐れ入りますが、別冊の平成19年度一般会計予算資料の１ページをごらん願いたいと

思います。

、 、 、 、１款町税 本年度予算額10億7,486万円 比較8,151万5,000円の増 増減率は8.2％の増

構成比は13.8％であります。主に、税源移譲、定率減税廃止による町民税（個人）の増

であります。

２款地方譲与税、本年度予算額１億2,831万9,000円、比較8,951万3,000円の減、率にい

たしまして41.1％の減で、主に平成19年４月１日をもって所得譲与税法が廃止されるこ

とに伴う減でございます。

３款利子割交付金、本年度予算額442万8,000円、比較30万5,000円の増、率にして7.4％

の増でございます。

４款配当割交付金 本年度予算額174万7,000円 比較129万8,000円の増 率にして289.1、 、 、

％の増。

５款株式等譲渡所得割交付金、本年度予算額101万2,000円、比較100万5,000円の増、

率にして１万4,357.1％の増でございます。前年度実績を勘案しての計上でございます。

６款地方消費税交付金、本年度予算額１億3,074万6,000円、比較1,020万1,000円の増、

率にいたしまして8.5％の増、地財計画及び前年度実績を勘案しての計上でございます。

７款ゴルフ場利用税交付金、本年度予算額211万1,000円、比較31万2,000円の減、率に

して12.5％の減、前年度実績を勘案しての計上でございます。

８款自動車取得税交付金、本年度予算額3,906万7,000円、比較120万2,000円の減、率に

して3.0％の減、地財計画及び前年度実績を勘案しての計上でございます。

９款国有提供施設等所在市町村交付金、本年度予算額1,459万5,000円、比較69万5,000

円の増、率にして５％の増でございます。前年度実績による計上であります。

10款地方特例交付金、本年度予算額1,385万3,000円、比較2,373万8,000円の減、率にし
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て63.1％の減でございます。主に、恒久的減税による減収を補てんする制度であった減

税補てん特例交付金が本年度平成19年度から廃止されたことに伴う減で、地方財政計画

を勘案しての計上でございます。

11款地方交付税 本年度予算額30億7,137万4,000円 比較791万1,000円の増 率にして0.3、 、 、

％の増でございます。構成比は39.4％を占めているものでございます。

12款交通安全対策特別交付金、本年度予算額237万3,000円、比較９万1,000円の減、率

にして3.7％の減、前年度実績並みの計上でございます。

13款分担金及び負担金、本年度予算額8,493万1,000円、比較5,770万6,000円の減、率に

して40.5％の減で、主に道営草地整備改良負担金の減が主なものでございます。

14款使用料及び手数料、本年度予算額４億2,432万4,000円、比較4,852万円の減、率に

して10.3％の減、主に農業水道使用料の減であります。太田地区・片無去地区・尾幌地

区農業水道の簡易水道会計への移行に伴う減でございます。

15款国庫支出金、本年度予算額７億9,780万4,000円、比較３億6,988万4,000円の増、率

にして86.4％の増、構成比は10.2％でございます。主に、臨時地方道整備交付金、真龍

小学校改築事業負担金、道交付金、産炭地振興事業国庫補助金、別寒辺牛川水系治水砂

防施設整備事業委託金の増であります。

16款道支出金 本年度予算額３億6,245万2,000円 比較305万4,000円の増 率にして0.8、 、 、

％の増。

17款財産収入、本年度予算額１億852万8,000円、比較867万2,000円の減、率にして7.4

％の減。

18款寄附金、本年度予算額１万円。

19款繰入金、本年度予算額５億9,720万円、比較5,527万4,000円の増、率にして10.2％

の増 構成比は7.7％でございます 内訳といたしまして 財政調整基金繰入金３億5,000、 。 、

万円、減債基金繰入金２億円、地域づくり推進基金繰入金4,320万円、環境保全基金繰入

金400万円となってございます。

20款繰越金、本年度予算額500万円。

21款諸収入 本年度予算額１億6,628万6,000円 比較9,474万5,000円の増 率にして132.4、 、 、

、 、 、％の増 主に釧路産炭地域活性化事業補助金１億円の増で 釧路産炭地域総合発展機構

いわゆる旧基金取り崩し助成事業補助金の増でございます。

22款町債、本年度予算額７億6,100万円、比較1,170万円の増、率にして1.6％の増、構

成比は9.8％であります 主な内容は 昨年度実施したごみ焼却処理場整備事業２億1,000。 、

万円の減、真龍小学校改築事業債等２億1,540万円の増が顕著なものでありますが、建設

事業等充当一般起債は実質５億4,470万円の発行となっております。

歳入総額、本年度予算額77億9,209万円、前年度比較４億783万3,000円の増で、5.5％の

増となっております。

続いて、２ページ、歳出の説明をいたします。

歳出、款別増減の一覧でございます。

１款議会費、本年度予算額6,497万2,000円、比較194万円の減、増減率2.9％の減でご

ざいます。主に、議員定数、議員報酬削減によるものでございます。

２款総務費、本年度予算額２億856万1,000円、比較4,153万5,000円の増、増減率24.9％
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の増で、主に町議会議員選挙、道知事・道議会議員選挙、参議院議員選挙費の増でござ

います。

３款民生費、本年度予算額９億2,496万3,000円、比較9,854万2,000円の増、増減率11.9

％の増、主に老人保健・介護保険・介護サービス特別会計繰出金の増でございます。

４款衛生費、本年度予算額７億9,033万7,000円、比較１億3,854万円の減、増減率14.9

％の減で、主に昨年実施いたしましたごみ処理場改修事業２億1,000万円の減、ごみ処理

場中間処理施設整備事業6,543万円の増でございます。詳しくは予算書の方で説明申し上

げたいと思います。

５款農林水産業費、本年度予算額８億2,005万円、比較１億9,941万9,000円の減、増減

率19.6％の減で、主に昨年実施いたしました町営牧場育成牛飼育施設の減、矢臼別演習

場周辺農業用機械購入事業の減、大別地区畑地帯及び草地整備事業の減、太田地区、片

無去地区、尾幌地区の農業水道の簡易水道事業への移行に伴う減が主な内容でございま

す。

６款商工費、本年度予算額6,279万円、比較641万3,000円の増、増減率11.4％。

７款土木費、本年度予算額８億5,952万4,000円、比較１億8,766万3,000円の増、増減率

27.9％の増、主に若竹町通り整備事業、松葉町憩いの広場整備事業、別寒辺牛川水系治

水砂防施設整備事業の増でございます。

８款消防費、本年度予算額３億1,034万1,000円、比較472万5,000円の減、増減率10.5％

の減でございます。

９款教育費、本年度予算額７億5,016万1,000円、比較４億1,163万6,000円の増、増減率

121.6％の増で、真龍小学校改築事業の増が主な内容でございます。

11款公債費、本年度予算額13億1,890万9,000円、比較2,458万5,000円の減、増減率1.8

％の減、主に元金2,245万7,000円の減でございます。

12款給与費、本年度予算額16億7,448万2,000円、比較3,125万3,000円の増、増減率1.9

％の増、３年ごとの負担となります退職手当組合追加負担金の増が主な内容でございま

す。

13款予備費700万円でございます。

以上、各款の概括的な増減要因を中心に説明させていただきました。

続きまして、３ページをお開き願います。

性質別の内容であります。

１、人件費、本年度予算額17億6,619万1,000円、比較3,871万3,000円の増、増減率2.2

％の増、構成比は22.7％であります。これにつきましては、２ページの給与費と同様の

要因が主な内容でございます。詳細は、この資料の６ページに人件費資料として掲載し

てございますので、ご参照いただければと思います。

２、物件費、本年度予算額12億1,104万7,000円、比較6,888万円の増、増減率6.0％、構

。 、 、 、成比15.5％であります 詳細は 本資料７ページ ８ページに記載してございますので

ご参考としていただきたいと思います。

３、維持補修費、本年度予算額4,848万2,000円、比較40万円の増、増減率0.8％の増。

４、扶助費、本年度予算額１億8,907万円、比較9,559万7,000円の減、増減率33.6％の

減、知的障害者支援費等が本年度から負担金に振り替わったことに伴う減が主な内容で
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ございます。

５、補助費等、本年度予算額９億9,258万6,000円、比較１億4,942万6,000円の増、増減

率17.7％の増、構成比は12.8％であります。４、扶助費で説明いたしました内容が主な

内容で、扶助費、補助費との振り替わりでございます。

維持補修費、扶助費、補助費等につきましては、本資料の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。ご参考にしていただければと思います。

６、普通建設事業費、本年度予算額16億747万4,000円、比較２億7,738万3,000円の増、

増減率20.9％の増、構成比は20.6％であります。２ページでも説明したとおり、真龍小

学校事業の増が主な内容でございます。

なお、本資料12ページから30ページまで、これらの投資的経費の事業内容及び財源内

訳を記載してございますので、ご参考にしていただければと思います。

８、公債費、本年度予算額13億1,881万6,000円、比較2,458万1,000円の減、増減率1.8

％の減、構成比は16.9％でございます。

10、繰出金、本年度予算額６億4,530万1,000円、比較961万2,000円の減、増減率1.5％

の減、構成比は8.3％であります。内訳は、国民健康保険特別会計ほか５特別会計への繰

出金であります。

11、積立金、本年度予算額612万3,000円、比較282万1,000円の増、増減率85.4％の増。

13、予備費、本年度予算額700万円。

４ページから11ページは、歳出を性質別と目的別にまとめた一覧表でございます。

以上をもちまして、平成19年度一般会計予算の概要の説明を終わり、歳入歳出それぞ

れ項目別に説明をさせていただきたいと思います。

厚岸町各会計予算、厚い冊子へお戻りください。

29ページをお開き願いたいと思います。

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

となってございます。

１款町税 １項町民税 １目個人 本年度予算額４億3,624万9,000円 前年度比較8,535、 、 、 、

万円の増 主に町民税個人 税源移譲 定率減税廃止による増であります ２目法人7,490、 、 、 。

万3,000円、５万2,000円の減。

２項１目固定資産税３億9,817万7,000円、128万円の増、２目国有資産等所在市町村交

付金及び納付金586万2,000円、64万9,000円の減。

３項１目軽自動車税1,818万2,000円、74万1,000円の増。

４項１目たばこ税9,830万7,000円 702万9,000円の減 たばこ税につきましては 平成18、 、 、

年度実績見込みを勘案しての計上でございます。

５項特別土地保有税、次ページ、１目特別土地保有税1,000円。

６項１目都市計画税4,317万9,000円、187万4,000円の増。

２款地方譲与税、１項１目地方道路譲与税3,360万6,000円、390万7,000円の減、２項１

目自動車重量譲与税9,471万3,000円、179万8,000円の減、いずれも平成18年度実績及び地

方財政計画を勘案しての計上でございます。

３項１目所得譲与税、皆減、平成19年４月１日をもって所得譲与税法が廃止されるこ

とに伴う皆減でございます。
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３款１項１目利子割交付金442万8,000円、30万5,000円の増、地方財政計画の率並びに

前年度交付実績を勘案しての計上でございます。

４款１項配当割交付金174万7,000円、129万8,000円の増。

５款１項１目株式等譲渡所得割交付金101万2,000円、100万5,000円の増。

６款１項１目地方消費税交付金１億3,074万6,000円、1,020万1,000円の増、地方財政計

画の率及び前年度交付実績等を勘案しての計上でございます。

７款１項１目ゴルフ場利用税交付金211万1,000円、31万2,000円の減、前年度実績を勘

案しての計上でございます。

８款１項１目自動車取得税交付金3,906万7,000円、120万2,000円の減、地方財政計画及

び前年度実績を勘案しての計上でございます。

９款１項１目国有提供施設等所在市町村交付金1,459万5,000円、69万5,000円の増、前

年度実績による計上でございます。

10款地方特例交付金、次ページ、１項１目地方特例交付金297万6,000円、3,461万5,000

円の減、これは恒久的減税による減収を補てんする制度であった減税補てん特例交付金

が本年度平成19年度から廃止されることに伴う減で、児童手当拡大分のみの計上でござ

います。

２項１目特別交付金1,087万7,000円、皆増。特別交付金は本年度から設けられました

制度でございまして、地方特例交付金の減税補てん分にかかわる交付金が本年度から廃

止されることに伴いまして、経過措置として交付されるものであり、いずれも地方財政

計画を勘案しての計上でございます。

11款１項１目地方交付税30億7,137万4,000円、前年度当初予算と比較して791万1,000円

の増。普通交付税につきましては、平成18年度交付額を基礎として、地方財政計画等を

勘案し試算したところでございます。特別交付税につきましては、平成18年度当初予算

と同額の計上となってございます。

12款１項１目交通安全対策特別交付金237万3,000円、９万1,000円の減、前年度実績並

みの計上でございます。

13款分担金及び負担金、２項負担金、１目民生費負担金5,086万8,000円、163万7,000円

の減 ２目衛生費負担金96万9,000円 ５万円の増 ３目農林水産業費負担金3,309万4,000、 、 、

円、5,611万9,000円の減、主に道営草地整備改良事業負担金、道営集乳道整備事業負担

金の減でございます。

14款使用料及び手数料、１項使用料、２目民生使用料442万円、１万9,000円の減、３

目衛生使用料209万7,000円 10万5,000円の増 次ページ ４目農林水産業使用料２億2,870、 、 、

万8,000円、4,727万2,000円の減、主に牧場使用料、農業水道使用料の減でございます。

先ほど説明したとおり、太田地区・片無去地区・尾幌地区農業水道が本年度から簡易水

道会計に移行することに伴う減が主なものでございます。

５目商工使用料48万3,000円、４万4,000円の増、６目土木使用料8,952万5,000円、271

万5,000円の増、７目教育使用料401万3,000円、105万9,000円の減。

２項手数料、１目総務手数料632万1,000円、71万5,000円の減、次ページ、３目衛生手

、 、 、 、数料3,787万1,000円 73万8,000円の減 ４目農林水産業手数料497万 26万6,000円の減

６目土木手数料113万9,000円、７万6,000円の減、７目教育手数料3,000円。
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３項１目証紙収入4,477万4,000円、123万9,000円の減。

15款国庫支出金 １項国庫負担金 １目民生費国庫負担金9,609万9,000円 1,977万5,000、 、 、

円の増、主に１節社会福祉費負担金、障害者自立支援給付金負担金の増、２節児童福祉

費負担金、児童手当負担金の増でございます。

２目衛生費国庫負担金109万7,000円、14万4,000円の増、３目教育費国庫負担金3,562万

5,000円、皆増、真龍小学校改築事業負担金の増であります。

２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金2,247万円、570万1,000円の増、主に１節社会

福祉費補助金、後期高齢者医療制度創設準備事業補助金の増、３節防衛施設周辺整備事

業補助金、特定防衛施設周辺整備調整交付金の増でございます。

４目農林水産業費国庫補助金4,826万円、4,252万9,000円の減、４節防衛施設周辺整備

事業補助金、昨年度実施の矢臼別演習場周辺農業用機械導入事業補助金の減が主な内容

でございます。

次ページ、６目土木費国庫補助金２億6,344万4,000円、１億623万9,000円の増、主に１

節臨時地方道整備交付金4,800万円の増、５節住宅費補助金、住宅建築物耐震改修補助金

307万円の増、６節防衛施設周辺整備事業補助金の増でございます。

、 、 、８目教育費国庫補助金8,240万5,000円 8,027万1,000円の増 主に２節小学校費補助金

真龍小学校改築事業交付金7,752万4,000円の増。

９目産炭地振興事業国庫補助金8,380万円の皆増でございます。産炭地域特定事業国庫

負担割合引き上げによる補助金であります。昨年の下水道事業といたしまして、約16億

円を実施したことによる補助金のかさ上げによる交付金でございます。

３項委託金 １目総務費委託金56万9,000円 14万円の増 ２目民生費委託金408万4,000、 、 、

円、９万3,000円の減、４目土木費委託金１億5,995万1,000円、8,195万1,000円の増、別

寒辺牛川水系治水砂防施設整備事業委託金の増でございます。

16款道支出金、１項道負担金、１目民生費負担金１億656万6,000円、1,110万4,000円の

増、主に１節社会福祉費負担金、障害者自立支援給付費負担金及び２節児童福祉費負担

金、児童手当負担金の増であります。

次ページ、２目衛生費道負担金109万7,000円、14万4,000円の増。

、 、 、２項道補助金 １目総務費道補助金７万6,000円 ２目民生費道補助金3,722万5,000円

305万6,000円の減、３目衛生費道補助金963万5,000円、76万円の減、４目農林水産業費

道補助金１億6,113万6,000円、3,278万3,000円の減、主に昨年度実施の町営牧場育成牛飼

育施設整備事業補助金の減でございます。

次ページ、３項委託金、１目総務費委託金4,296万4,000円、2,798万3,000円の増、主に

２節徴税費委託金、道民税徴収委託金の増、平成18年度税制改正に伴う算定方法変更に

よる増でございます。４節選挙費委託金、道知事・道議会議員選挙費委託金、参議院議

員選挙費委託金の増でございます。

３目衛生費委託金２万3,000円、４目農林水産業費委託金325万5,000円、39万2,000円の

増、５目商工費委託金7,000円、3,000円の増、６目土木費委託金46万8,000円、２万7,000

円の増。

●議長（稲井議員） それでは、課長、昼食のため休憩いたしますので。
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休憩します。

再開は午後１時とします。

午後12時01分休憩

午後１時00分再開

●議長（稲井議員） 本会議を再開いたします。

予算書の43ページ、17款財産収入から説明を行います。

●税財政課長（佐藤課長） それでは、引き続きまして、17款財産収入、１項財産運用収

入、１目財産貸付収入2,454万4,000円、35万5,000円の増、２目利子及び配当金10万9,000

円、３万9,000円の増。

次ページ、２項財産売払収入、１目不動産売払収入976万8,000円、415万8,000円の増、

主に立木売払代の増でございます。２目生産物売払収入7,410万7,000円、172万5,000円の

減。

18款１項寄附金、１目一般寄附金１万円。

19款繰入金、１項繰入金、１目財政調整基金繰入金３億5,000万円、２目減債基金繰入

、 、 、金２億円 ３目地域づくり推進基金繰入金4,320万円 ６目環境保全基金繰入金400万円

計５億9,720万円の増で、前年度比較5,527万4,000円の増でございます。

20款１項１目繰越金500万円。

21款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料20万2,000円。

２項預金利子、１目町預金利子10万円。

３項貸付金元利収入、２目ウタリ住宅改良貸付金元利収入280万5,000円、次ページ、

５目地域総合整備資金貸付金収入643万4,000円、６目十勝沖地震災害援護資金貸付金収

入153万5,000円、33万3,000円の減。

４項受託事業収入、１目交通災害共済受託事業収入23万3,000円、３万5,000円の増、

３目農林水産業費受託事業収入1,067万3,000円、924万4,000円の減、４目土木費受託事業

収入8,000円。

６項雑入 １目滞納処分費1,000円 ２目過年度収入1,000円 ３目雑入１億4,429万4,000、 、 、

円、１億421万2,000円の増、次ページ、主に釧路産炭地域活性化事業補助金１億円の増

で、釧路産炭地域総合発展基金、いわゆる旧基金の取り崩し助成事業補助金で、括弧書

きの社会福祉総務157万円から括弧書きの情報館運営157万5,000円まで、８事業分、計１

億円の計上でございます。それぞれの充当事業につきましては、歳出の項目で説明をさ

せていただきます。

22款１項町債、３目衛生債6,540万円、１億9,880万円の減、主に昨年度実施いたしま

したごみ焼却処理場整備事業債の減でございます ４目農林水産業債１億7,510万円 860。 、

万円の増、次ページ、６目土木債7,830万円、2,660万円の増、７目消防債1,050万円、500

万円の減、８目教育債２億1,540万円、２億340万円の増、主に真龍小学校改築事業債の

増でございます。10目臨時財政対策債２億1,630万円、840万円の減、昨年同様、地方の
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財源不足を埋める地方債として発行を許可されるものでございます。

なお、説明欄のところに、略称で三角の括弧で地方債の区分を記載してございますの

で、参考としていただきたいと思います。

以上で歳入の説明を終わります。

53ページをお開き願いたいと思います。

歳出でございます。

、 、 、見開きの左側は款項目節別の内訳 右側につきましては 説明として各目の財源内訳

、 、 。担当所管 事務事業別の歳出経費 それから括弧内には財源内訳を記載してございます

なお、内容につきましては、各目の事務事業別に沿って説明をさせていただきたいと思

います。

１款１項１目議会費、本年度6,497万2,000円、194万円の減、４事務事業の計上でござ

います。議員報酬等5,569万7,000円、定数及び報酬等の削減による減額計上となってい

るものでございます。議会運営612万1,000円、主に費用弁償401万2,000円の計上であり

ます。次ページ、町議会だより発行120万8,000円、議会事務局194万6,000円、それぞれ

業務にかかわる経費の内訳は記載のとおりでございます。

次ページ、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費5,064万9,000円、244万1,000

円の減、７事務事業の計上でございます。特別職報酬等審議会３万4,000円、表彰者審査

、 、 、 、委員会３万3,000円 総務一般1,678万5,000円 次ページ 町表彰・名誉町民86万4,000円

主に名誉町民年金60万円の計上でございます。文書・法制903万7,000円、主に通信運搬

費、郵便料等でございます。庁内印刷84万円、庁舎・町民広場2,305万6,000円、次ペー

ジ、主に非常勤職員賃金、燃料費、光熱水費、施設設備保守点検委託料等、管理経費の

計上でございます。

、 、 。２目簡易郵便局費158万3,000円 27万1,000円の増 簡易郵便局運営経費でございます

財源は全額、雑入であります簡易郵便局取扱手数料の充当でございます。

次ページ、３目職員厚生費767万6,000円、48万2,000円の減、２事務事業の計上でござ

います。人事給与管理99万5,000円、主に特別旅費63万6,000円の計上でございます。職

員福利厚生・健康管理668万1,000円、主に職員健康診断委託料583万3,000円の計上でご

ざいます。

、 、 。４目情報化推進費4,740万4,000円 253万7,000円の増 ９事務事業の計上でございます

情報公開審査会３万3,000円 個人情報保護審議会３万3,000円 情報化推進一般８万2,000、 、

円、情報公開個人情報保護１万円、総合行政情報システム4,079万9,000円、主に総合行

政情報システム業務処理、保守点検委託料及びシステム借上料の計上でございます。次

ページ、住民基本台帳ネットワーク253万2,000円、職員研修200万5,000円、主に職員研

修特別旅費の計上でございます。総合行政ネットワーク187万2,000円。

５目交通安全防犯費567万円、48万8,000円の減、４事務事業の計上でございます。交

通安全指導員131万7,000円、次ページ、交通安全137万3,000円、防犯48万円、交通安全

施設整備事業250万円、区画線等の整備でございます。

６目行政管理費374万9,000円、８万円の増、３事務事業の計上でございます。広域行

政３万円、町史編さん審議会４万6,000円、次ページ、町史編さん367万3,000円、主に臨

時職員賃金、町史編さん業務委託料の計上でございます。
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７目文書広報費792万7,000円、345万4,000円の増、２事務事業の計上でございます。

広報788万9,000円、主に町勢要覧作成委託料350万円の増でございます。広聴３万8,000

円。

次ページ、８目財政管理費200万4,000円、２万1,000円の増、５事務事業の計上でござ

います。財政管理62万4,000円、共通物品調達108万円、財政調整基金、減債基金、地域

づくり推進基金、それぞれ10万円の計上でございます。

９目会計管理費101万7,000円の計上であります。

10目企画費227万7,000円、46万3,000円の減、５事務事業の計上でございます。企画一

般99万4,000円、次ページ、国土法事務７万7,000円、国際・地域交流83万6,000円、まち

おこし補助金３万9,000円、総合計画策定28万1,000円の計上であります。平成22年度を

始期とする第５期厚岸町総合計画策定準備経費の計上でございます。

11目財産管理費152万6,000円、5,000円の増、次ページ、主に公共下水道受益者負担金

の計上でございます。

、 、 、 、 、12目車両管理費1,016万4,000円 24万1,000円の増 公用車管理 主に燃料費 修繕料

自動車損害保険料ほか公用車管理経費の計上でございます。

２項徴税費、１目賦課納税費3,173万4,000円、1,528万4,000円の増、主に固定資産鑑定

評価委託料、固定資産評価更新委託料の増でございます。４事務事業の計上で、固定資

産評価審査委員会１万8,000円、次ページ、町民税課税721万2,000円、主に賦課計算事務

電算処理委託料の計上でございます。資産税課税1,200万2,000円、主に固定資産鑑定評

価委託料646万9,000円、固定資産評価更新委託料414万8,000円の計上でございます。こ

の経費につきましては、18年度、評価替えがありまして、19年度につきましては次期評

。 、 、価替えに伴う評価業務の計上となってございます 次ページ 町税収納1,250万2,000円

釧路・根室広域地方税滞納整理機構負担金290万9,000円が本年度新規に増となっており

ます。

３項１目戸籍住民登録費324万2,000円、33万4,000円の減、４事務事業の計上でござい

ます。戸籍住民基本台帳112万9,000円、外国人登録58万9,000円、次ページ、上尾幌駐在

所６万5,000円、湖南地区出張所145万9,000円、それぞれ事務機器借上料、事務室借上料

が主な内容となってございます。

４項選挙費、１目選挙管理委員会費68万8,000円、８万1,000円の増、２事務事業の計

上でございます。選挙管理委員会27万8,000円、次ページ、選挙一般41万円の計上でござ

います。

２目道知事・道議会議員選挙費862万2,000円、４目町議会議員選挙費811万9,000円、

次ページ、６目参議院議員選挙費1,106万円、それぞれ選挙執行に係る経費の計上でござ

います。

次ページ、５項統計調査費、１目統計調査総務費71万円、７万2,000円の減、６事務事

業の計上でございます。統計一般２万3,000円、工業統計15万8,000円、以下記載のとお

り、それぞれ本年度実施の統計調査事務にかかわる経費の計上でございます。

次ページ、６項１目監査委員費279万円、21万7,000円の増、２事務事業の計上でござ

います。監査委員256万9,000円、委員報酬、費用弁償の計上でございます。監査委員事

務局22万1,000円。
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95ページ ３款民生費 １項社会福祉費 １目社会福祉総務費２億1,971万9,000円 1,169、 、 、 、

万2,000円の増、11事務事業の計上でございます。社会福祉一般4,637万円、主に社会福

祉協議会2,689万9,000円、社会福祉センター運営費、センター大規模改修・増改築借入

金返済助成の計上でございます。民生委員推薦会８万8,000円、戦没者追悼式43万5,000

円、追悼式執行経費の計上でございます。次ページ、福祉灯油148万3,000円、災害見舞

金５万円、その他福祉施設27万7,000円、ボランティアセンター育成298万円、保健福祉

一般93万7,000円、保健福祉総合センター・健康広場772万1,000円、これはあみか21管理

経費の計上でございます。次ページ、国民健康保険特別会計１億5,727万8,000円、繰り

出し基準に基づく計上でございます。社会福祉施設整備事業210万円、旧奔渡保育所改修

工事費の計上でございます。これは産炭基金充当事業でございます。

２目心身障害者福祉費１億3,864万円、1,198万円の増、14事務事業の計上でございま

す。障害程度区分等審査会60万9,000円、次ページ、心身障害者福祉一般324万円、主に

障害者等支援システム修正、保守点検委託料でございます。障害者更生医療給付451万

5,000円、主に自立支援医療給付費の計上でございます。次ページ、障害者（児）補装具

給付480万7,000円 補装具費の計上でございます 障害者 児 介護・訓練等給付１億654、 。 （ ）

万6,000円、主に訓練等給付費、旧法施設支援介護給付費の計上でございます。心身障害

者等交通費助成97万4,000円、心身障害者福祉電話貸与４万円、障害者（児）ふれあいフ

ェスティバル16万円、子ども発達支援センター544万4,000円、主に子ども発達支援セン

ター補助金でございます。次ページ、地域生活支援1,204万1,000円、主に地域活動セン

ター運営補助金の計上でございます。心身障害者帰省旅費助成１万2,000円、心身障害児

等施設通園交通費助成７万1,000円、生活福祉資金等利子補給1,000円、障害者等住宅改

造費助成18万円。

３目心身障害者特別対策費3,599万6,000円、444万8,000円の増、２事務事業の計上でご

ざいます。重度心身障害者医療3,421万5,000円、重度心身障害者医療事務178万1,000円の

計上でございます。

次ページ、４目老人福祉費３億2,198万3,000円、1,834万6,000円の増、20事務事業の計

上でございます 老人医療438万9,000円 老人医療事務33万9,000円 後期高齢者医療1,272。 、 、

万3,000円、主に後期高齢者医療制度等システム開発委託料693万7,000円、北海道後期高

齢者医療広域連合負担金568万4,000円の計上であります。老人福祉一般14万1,000円、介

護予防・生活支援552万4,000円、次ページ、主に外出支援サービス実施委託料、生きが

い活動支援通所事業負担金の計上でございます。老人クラブ運営支援154万円、主に老人

クラブ運営費の計上でございます。老人保護措置費1,846万6,000円、入所者の事務事業

。 、 、費の計上でございます 老人日常生活用具給付９万2,000円 福祉バス運行356万3,000円

主に福祉バス運行委託料313万9,000円でございます 次ページ 高齢者バス乗車券助成477。 、

万1,000円、主にバス乗車券助成450万円の計上でございます。保健・医療・福祉総合サ

ービス調整６万4,000円、老人福祉電話貸与17万3,000円、敬老会560万3,000円、主に敬老

会補助金550万円の計上でございます。長寿祝金395万円、高齢者事業団育成60万円、次

ページ、介護保険利用者負担軽減措置341万3,000円、主に利用者負担軽減補助金334万

8,000円でございます。介護相談員派遣98万4,000円、老人保健特別会計１億365万円、介

護保険特別会計１億2,639万9,000円、介護サービス事業特別会計2,559万9,000円、それぞ
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れ各特別会計への繰出金の計上でございます。

５目国民年金費32万3,000円、16万6,000円の減。

次ページ、６目自治振興費1,015万5,000円、48万7,000円の減、２事務事業の計上でご

ざいます。自治振興一般164万8,000円、主に各自治会助成金138万3,000円でございます。

地方バス路線維持対策850万7,000円、地方バス路線助成の計上でございます。

７目社会福祉施設費2,662万1,000円、1,555万6,000円の増、７事務事業の計上でござい

ます。コミュニティセンター130万4,000円、集会所533万3,000円、次ページ、生活館29

万6,000円、それぞれ各コミュニティセンター、集会所、生活館に係る管理経費の計上で

ございます。生活改善センター368万8,000円、次ページ、主に施設管理委託料330万6,000

円であります。光栄地区コミュニティセンタートイレ整備事業400万円、トイレ改修工事

費385万6,000円の計上でございます。防衛施設周辺整備調整交付金充当事業でございま

す。住の江地区集会所下水道排水設備整備事業200万円、これは下水道接続工事費等でご

ざいます。産炭基金充当事業でございます。真栄地区集会所整備次期1,000万円、これは

外壁等改修工事費の計上でございます、これも産炭基金充当事業でございます。

２項児童福祉費、１目児童福祉総務費2,134万7,000円、1,243万4,000円の増、６事務事

業の計上でございます。児童福祉一般99万2,000円、主に児童手当システム賃借料73万

9,000円でございます。その他へき地保育所473万6,000円、次ページ、主に私設保育所運

営費補助金432万円でございます。子育て支援対策634万2,000円、新規の計上でございま

す。主に、保育料助成267万9,000円、出産祝金150万円、妊婦健康診査通院助成206万円

の計上でございます。床潭へき地保育所245万7,000円、次ページ、太田へき地保育所182

万円、各へき地保育所業務経費の計上でございます。次ページ、床潭へき地保育所整備

事業500万円、これは床潭へき地保育所の外壁改修工事の計上でございます。産炭基金充

当事業でございます。

２目児童措置費7,480万円、1,317万円の増、児童手当でございます。

、 、 。３目ひとり親福祉費655万8,000円 90万2,000円の増 ２事務事業の計上でございます

ひとり親家庭等医療594万3,000円、ひとり親家庭等医療事務61万5,000円。

次ページ、４目児童福祉施設費5,439万9,000円、937万8,000円の増、８事務事業の計上

でございます。児童福祉一般25万9,000円、真龍保育所2,270万5,000円、次ページ、真龍

保育所（世代間交流）18万7,000円、以下記載のとおり、各保育所運営経費の計上でござ

います。それぞれ内容は説明を省略させていただきたいと思います。

134ページ、子育て支援センター255万6,000円、次ページ、支援センター運営経費で、

主に臨時職員203万円の計上でございます。

、 、 。５目児童館運営費1,442万2,000円 128万9,000円の増 ４事務事業の計上でございます

、 、 、 、児童館運営委員会４万5,000円 児童館一般17万円 友遊児童館779万7,000円 次ページ

子夢希児童館641万円、それぞれ児童館運営経費の計上であります。各児童館の内容説明

につきましては、省略させていただきます。

141ページ、４款衛生費、１項保健衛生費、１目衛生予防費90万7,000円、25万1,000円

の減、４事務事業の計上であります。公衆浴場49万8,000円、送迎バス運行に係る臨時職

員賃金、公衆浴場経営助成の計上でございます。有害動物対策９万6,000円、病症媒介動

物対策４万8,000円、畜犬登録・狂犬病予防26万5,000円。
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、 、 。２目健康づくり費3,109万5,000円 454万1,000円の増 12事務事業の計上でございます

健康づくり一般348万6,000円、次ページ、主に釧路支庁管内二次救急医療業務実施負担

金162万7,000円の計上でございます。老人保健922万1,000円、主に健康診査委託料731万

1,000円の計上でございます。母子保健380万9,000円、次ページ、主に妊婦・乳幼児健康

診査委託料231万7,000円でございます。予防接種602万4,000円、主に予防接種委託料573

万8,000円でございます。結核予防73万円、エキノコックス症対策82万6,000円、次ペー

ジ、がん予防保健300万1,000円、主にがん検診委託料290万7,000円であります。へき地

患者輸送バス運行292万1,000円、患者バス運行委託料の計上でございます。精神障害者

医療61万6,000円、難病対策30万5,000円、精神障害者社会復帰支援14万1,000円、次ペー

ジ、難病患者居宅生活支援１万5,000円。

３目墓地火葬場費644万2,000円、569万2,000円の減、これは主に昨年実施いたしまし

た斎場整備事業の減でございます。３事務事業の計上で、斎場602万4,000円、主に火葬

場業務委託料448万円の計上でございます。霊園28万6,000円、主に霊園管理委託料22万

4,000円でございます。墓地13万2,000円。

次ページ、４目水道費2,341万1,000円、635万9,000円の増、簡易水道事業特別会計繰出

金、先ほど説明いたしましたが、本年度から太田地区・片無去地区・尾幌地区農業水道

が簡易水道会計へ移行することによる増でございます。

５目病院費５億5,451万3,000円、2,011万7,000円の増、病院事業会計負担金でございま

す。

、 、 。６目乳幼児医療費2,177万3,000円 160万4,000円の減 ２事務事業の計上でございます

乳幼児医療1,958万4,000円の計上であります。乳幼児医療事務218万9,000円、主に医療機

関請求手数料214万2,000円であります。

２項環境政策費、１目環境対策費1,143万2,000円、294万7,000円の増、５事務事業の計

上であります。環境審議会12万6,000円、環境対策一般179万5,000円、次ページ、主に別

寒辺牛川・ホマカイ川流域環境保全協議会負担金90万円、石けん購入助成49万円の計上

でございます。環境調査監視366万5,000円、水質検査委託料でございます。環境マネジ

メントシステム４万6,000円、環境保全基金580万円、同基金の積立金の計上でございま

す。

２目水鳥観察館運営費480万円、1,493万5,000円の減、主に昨年度実施いたしました別

。 。寒辺牛湿原カヌー乗降施設整備事業の減でございます ３事務事業の計上でございます

水鳥観察館321万円、次ページ、主に非常勤職員賃金156万6,000円ほか、水鳥観察館運営

経費の計上でございます。厚岸湖・別寒辺牛湿原学術研究奨励123万5,000円、主に厚岸

湖・別寒辺牛湿原学術研究奨励補助金95万円でございます。湿地情報交流35万5,000円。

次ページ、３目廃棄物対策費768万2,000円、40万円の増、２事務事業の計上でござい

ます。廃棄物対策一般409万円、主に証紙売りさばき手数料ほか285万円でございます。

清掃手数料事務359万2,000円、主に賦課徴収調査委託料でございます。

４目ごみ処理費２億4,461万1,000円、１億5,159万4,000円の減、主に昨年度実施いたし

ましたごみ焼却処理場整備事業の減でございます。４事務事業の計上でございまして、

ごみ処理場一般52万2,000円、次ページ、ごみ処理場管理3,915万3,000円、ごみ処理場運

営に係る消耗品、燃料費、光熱水費及びダイオキシン類測定委託料が主な内容でござい
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ます。ごみ収集・ごみ処理運転１億3,950万円、これは新規にごみ処理場中間処理施設整

備事業として6,543万6,000円の計上でございます。

次ページ、５目し尿処理費8,367万1,000円、117万2,000円の増、３事務事業の計上でご

ざいます。し尿処理一般34万3,000円、し尿処理場管理2,052万8,000円、衛生センター運

営にかかります消耗品、燃料費、光熱水費、し尿運搬委託料が主な内容でございます。

次ページ、し尿収集・衛生センター運転6,280万円、し尿収集・センター運転業務委託料

でございます。

165ページ ５款農林水産業費 １項農業費 １目農業委員会費854万8,000円 57万8,000、 、 、 、

円の減、５事務事業の計上でございます。農業委員会754万9,000円、主に委員報酬690万

3,000円であります。農業委員会事務局62万5,000円、農業後継者対策25万円、農業者年

金事務10万6,000円、次ページ、農業用地等集団化１万8,000円。

２目農業振興費１億1,626万6,000円、7,349万9,000円の減、主に昨年度実施の町営牧場

育成牛飼育施設整備事業の減でございます。７事務事業の計上でございます。農業振興

一般22万5,000円、畜産経営体質強化資金利子補給17万7,000円、以下記載のとおり、各

種利子補給の計上でございます。中山間地域等直接支払事業１億668万3,000円、直接払

交付金の計上でございます。次ページ、中山間地域等直接支払推進事業46万4,000円。

３目畜産業費4,027万1,000円、5,175万円の減でございます。主に、昨年度実施の矢臼

別演習場周辺農業用機械等整備事業の減でございます。４事務事業の計上でございまし

て、畜産業一般49万2,000円、矢臼別演習場周辺農業用機械等整備事業3,700万4,000円、

釧路太田農業協同組合への補助金で、民生安定事業の補助金充当事務でございます。乳

牛検定事業22万5,000円、自給飼料増産総合対策事業255万円、釧路太田農業協同組合へ

の補助金でございます。

４目農道費1,260万5,000円、2,931万5,000円の減、主に昨年度実施の道営太田第１地区

集乳道整備事業、道営片無去地区集乳道整備事業の減でございます。２事務事業の計上

でございます。道営太田第２地区集乳道整備事業1,250万円、次ページ、各種負担金等10

万5,000円の計上でございます。

５目農地費１億7,217万5,000円、831万5,000円の減、10事務事業の計上でございます。

町営牧場管理用機械整備事業1,200万円、尾幌地区畜産担い手総合整備事業1,067万3,000

円、基本施設整備委託料でございます。尾幌地区畜産担い手総合整備事業附帯事務費10

万6,000円、地すべり防止区域管理業務委託事業148万3,000円、道営土地改良事業監督等

補助業務委託事業35万8,000円、次ページ、農地開発事業償還金2,005万6,000円、各種負

担金等52万4,000円、道営厚岸第２地区公共牧場整備事業4,050万円、道営太田地区畑地

帯総合整備事業5,710万円、道営大別地区草地整備改良事業2,937万5,000円。

６目牧野管理費１億4,339万1,000円、608万5,000円の増、２事務事業の計上でございま

す。町営牧場運営委員会４万6,000円、町営牧場１億4,334万5,000円、次ページ、主に賃

金、消耗品、燃料費等、町営牧場運営管理に係る経費の計上でございます。

177ページ、７目農業施設費825万5,000円、60万円の増、２事務事業の計上でございま

す。尾幌地区農業研修センター97万9,000円、農業・農村活性化施設727万6,000円、主に

非常勤職員・臨時職員賃金、燃料費等、酪農ふれあい館運営管理経費の計上でございま

す。
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次ページ、８目農業水道費677万3,000円、3,942万9,000円の減、本年度から、先ほど説

明したとおり太田地区、片無去地区等農業水道が簡易水道特別会計へ移行することに伴

う管理経費、受水費等の減が主な内容でございます。６事務事業の計上で、農業水道一

般19万3,000円、水道料金計算収納26万2,000円、水質検査60万6,000円、農業水道施設525

万9,000円、主に光熱水費、水道施設管理委託料の計上でございます。次ページ、検満及

び新設メーター取付事業15万3,000円、漏水調査事業30万円。

９目堆肥センター費1,796万円、75万4,000円の増、主に臨時職員賃金、消耗品、光熱

水費、修繕料、資材購入費等、堆肥センター運営経費の計上でございます。

次ページ、２項林業費、１目林業総務費375万3,000円、45万円の増、４事務事業の計

上でございます。林業一般112万7,000円、主に北海道治山林道協会釧路支部負担金60万

2,000円でございます。町有林管理180万7,000円、主に森林保険料174万円でございます。

公的森林管理３万6,000円、有害鳥獣駆除奨励78万3,000円、主に野生鳥獣被害対策協議

会負担金66万2,000円の計上でございます。

次ページ、２目林業振興費9,665万6,000円、961万6,000円の減、７事務事業の計上でご

ざいます。奔渡町地区小規模治山事業1,500万円、民有林振興対策事業635万7,000円、森

林整備担い手対策推進事業61万2,000円、町民の森造成事業300万円、実行委員会補助金

でございます。森林整備地域活動支援事業交付金1,150万円、林道整備事業償還金1,706

万2,000円、森林管理道片無去第２線開設事業4,312万5,000円の計上でございます。

３目造林事業費5,817万1,000円、912万2,000円の増、２事務事業の計上でございます。

造林事業5,699万8,000円、公的森林整備推進事業117万3,000円。

４目林業施設費873万1,000円、292万9,000円の増、３事務事業の計上でございます。

緑のふるさと公園234万2,000円、主に非常勤職員賃金、修繕料の計上でございます。次

ページ、木工センター438万9,000円、主に非常勤職員賃金ほか、木工センター運営経費

の計上でございます。木工センター下水道排水設備整備事業200万円、これは下水道排水

設備工事費でございます。産炭基金充当事業でございます。

５目特用林産振興費6,422万円、12万5,000円の減、きのこ菌床センター、次ページ、

主に臨時職員賃金、燃料費、菌床製造材料費等、菌床センター運営経費に係る経費の計

上でございます。

３項水産業費、１目水産業総務費450万3,000円、66万5,000円の増、３事務事業の計上

でございます。水産業一般437万1,000円、次ページ、主に各種団体への負担金、補助金

の計上でございます。船員法事務２万円、海岸管理11万2,000円、２目水産振興費1,832

万9,000円、188万1,000円の減、８事務事業の計上でございます。水産振興一般67万5,000

円 主に釧路昆布普及協議会負担金50万円でございます 次ページ 地域ハサップ推進12、 。 、

、 、 、 。万6,000円 ヒトデ駆除事業87万7,000円 以下５事業 内容記載のとおりでございます

説明につきましては省略させていただきます。

次ページ、３目漁港管理費441万4,000円、７万2,000円の減、２事務事業の計上でござ

います。漁港管理一般25万3,000円、漁港施設416万1,000円、主に漁港便益施設に係る光

熱水費等、管理経費の計上でございます。

４項漁港建設費1,153万6,000円、290万円の減、２事務事業の計上でございます。漁港

建設一般３万6,000円、地域水産物供給基盤整備事業1,150万円、次ページ、床潭漁港整
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備事業に係る町負担分の計上でございます。

５目養殖事業費2,047万5,000円、292万9,000円の減、４事務事業の計上でございます。

カキ種苗センター1,487万7,000円、主に臨時職員賃金、燃料費、光熱水費等、カキ種苗

センター運営に係る経費の計上でございます。カキ種苗生産186万9,000円、主にカキ種

苗生産に係る経費の計上でございます。次ページ、水産増養殖調査研究300万1,000円、

主に分析機器等借上料の計上でございます。漁場造成環境調査事業72万8,000円。

６目水産施設費301万8,000円、38万5,000円の増、３事務事業の計上でございます。漁

村環境改善総合センター134万9,000円、次ページ、床潭地区漁村センター71万2,000円、

それぞれ漁村センター管理運営に係る経費の計上でございます 水産種苗生産センター95。

万7,000円、主に各種設備保守点検委託料でございます。

次ページ、６款１項商工費、１目商工総務費、６事務事業の計上であります。商工一

、 、 。般３万2,000円 商工施設40万1,000円 主に職業訓練センター管理委託料でございます

消費生活14万円、労働17万2,000円、季節労働者対策２万2,000円、次ページ、十勝沖地

震災害復旧資金２万7,000円。

２目商工振興費1,949万1,000円、266万1,000円の増、４事務事業の計上でございます。

小規模商工業者設備近代化資金貸付推薦審査委員会６万4,000円、商工振興一般1,685万

1,000円、主に商工会補助金1,663万7,000円でございます。小規模商工業者設備近代化資

、 。 、金貸付77万9,000円 貸し付けに係る利子補給金であります 中小企業融資179万7,000円

融資保証料でございます。

次ページ、３目食文化振興費1,902万4,000円、399万9,000円の増、４事務事業の計上で

ございます。食文化振興13万7,000円、物産交流・宣伝18万6,000円、味覚ターミナル・

道の駅1,520万1,000円、主に味覚ターミナル管理委託料1,465万1,000円の計上でございま

す。厚岸味覚ターミナル整備事業350万円、これは厚岸味覚ターミナル「コンキリエ」屋

上改修工事費の計上で、産炭基金充当事業でございます。

次ページ、４目観光振興費845万9,000円、13万8,000円の増、５事務事業の計上であり

ます 観光審議会８万3,000円 観光振興一般532万9,000円 主に観光協会補助金453万5,000。 、 、

円でございます。観光宣伝257万9,000円、主に印刷製本費103万5,000円、観光案内所運

営委託料105万3,000円でございます。桜保護育成38万8,000円、次ページ、アヤメ保護育

成８万円。

５目観光施設費1,502万2,000円、30万1,000円の減、３事務事業の計上でございます。

子野日公園729万1,000円、主に臨時職員賃金ほか、子野日公園管理運営経費の計上でご

ざいます。愛冠野営場240万円、次ページ、主に愛冠野営場管理委託料でございます。そ

の他観光施設533万1,000円、主に観光施設に係る光熱水費、トイレ清掃委託ほか施設管

理経費の計上でございます。

、 、 、 、 。217ページ ７款土木費 １項土木管理費 １目土木総務費13万8,000円 1,000円の減

２目土木車両管理費1,036万5,000円、87万8,000円の増、大型車両等に係る燃料費、修

繕料、自動車損害保険料、重量税等の計上でございます。

３目土木用地費58万円、８万6,000円の増、２事務事業の計上でございます。土木用地

一般15万2,000円、用地測量42万8,000円。

次ページ、４目地籍調査費349万1,000円、９万3,000円の減、３事務事業の計上でござ
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います。地籍調査一般30万2,000円、字名改正88万9,000円、主に地籍管理システム保守

点検委託料でございます。字名改正事業230万円、地番修正図作成委託料でございます。

２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費4,748万4,000円、3,610万9,000円の減、これは主

。 、に昨年度実施いたしました建設機械等整備事業の減でございます ６事務事業の計上で

、 、 、 、道路橋梁一般20万1,000円 次ページ 道路橋梁管理1,959万8,000円 主に臨時職員賃金

側溝清掃委託料、資材・砕石購入等、道路橋梁管理委託経費の計上でございます。道路

照明管理1,740万円、道路照明電気料及び修繕料等の計上でございます。道路台帳図新規

補正事業250万円、道路台帳図新規補正業務委託料でございます。道路照明整備事業10万

円、次ページ、奔渡町湖岸通りほか整備事業768万5,000円、町内舗装道路オーバーレイ

等、舗装補修工事費の計上でございます。

２目道路新設改良費２億4,584万6,000円、１億1,165万8,000円の増、主に新規事業とい

たしまして、若竹町通り整備事業8,000万円の増でございます。住の江町通り整備事業ほ

か９路線の計上で、それぞれ路線名を列挙しておりますので、個々の説明は省略させて

いただきます。

229ページ、３目除雪対策費2,078万9,000円、23万6,000円の増、前年当初並みの計上で

ございます。

３項河川費、１目河川総務費１億9,599万2,000円、8,533万9,000円の増、主に別寒辺牛

。 、 、川水系治水砂防施設整備事業の増でございます ５事務事業の計上で 河川管理45万円

次ページ、別寒辺牛川水系治水砂防施設整備事業１億5,995万1,000円、主に河川調査委

託料7,902万3,000円、河川工事費7,350万円でございます。財源は、すべて国費でござい

ます。汐見川改修事業1,500万円、奔渡川改修事業1,500万円、防衛施設周辺整備調整交

付金充当事業でございます。事業費支弁人件費559万1,000円。

４項都市計画費、１目都市計画総務費100万円、２万6,000円の減、３事務事業の計上

でございます。都市計画審議会５万3,000円、都市計画一般８万1,000円、次ページ、花

のあるまちづくり86万6,000円。

３目下水道費２億896万4,000円、4,187万2,000円の減、下水道事業特別会計繰出金でご

ざいます。

５項公園費、１目公園管理費509万2,000円、64万円の増、公園施設509万2,000円、主に

修繕料、パークゴルフ場管理委託料の計上でございます。

次ページ、２目公園事業費7,180万8,000円、4,880万8,000円の増、主に松葉町憩いの広

場整備事業3,000万円の増でございます ３事務事業の計上で 子野日公園整備事業3,900。 、

万円、主に子野日公園トイレ整備工事で、防衛施設周辺整備調整交付金充当事業でござ

います。子野日公園遊具整備事業280万8,000円、遊具備品購入費の計上でございます。

松葉町憩いの広場整備事業3,000万円、主に用地購入費、支障物件移転補償費等で、防衛

施設周辺整備調整交付金充当事業でございます。

６項住宅費、１目建築総務費705万6,000円、651万3,000円の増、３事務事業の計上で

ございます。建築一般46万8,000円、次ページ、限定特定行政庁確認事務40万8,000円、

、 。耐震改修促進計画策定事業618万円 主に計画策定業務委託料443万1,000円でございます

、 、 。２目住宅管理費4,091万9,000円 1,160万6,000円の増 ８事務事業の計上でございます

町営住宅入居者選考委員会５万7,000円、町営住宅1,649万4,000円、次ページ、主に光熱
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水費540万円、委託料524万円の計上でございます。きのこ生産者住宅２万8,000円、職員

住宅224万2,000円、主に共済組合投資住宅賃借料であります。町営住宅敷金利子基金２

万3,000円、同基金積立金でございます。次ページ、住宅供給公社きのこ菌床栽培新規着

業者住宅譲渡償還金1,033万5,000円、町営住宅梅香団地整備事業1,000万円、梅香団地給

排水設備等改修補修事業の計上で、産炭基金充当事業でございます。町営住宅梅香団地

安全施設整備事業174万円、階段手すり等設置改修工事費の計上でございます。

245ページ、８款１項消防費、１目常備消防費３億596万4,000円、352万5,000円の減、

釧路東部消防組合負担金でございます。詳細は、先ほど説明いたしました一般会計予算

、 。資料の31ページ以降に記載してございますので ご参考にしていただきたいと思います

２目災害対策費437万7,000円、120万円の減、５事務事業の計上でございます。防災会

議４万4,000円、国民保護２万5,000円、災害対策43万7,000円、防災行政無線316万8,000

円、次ページ、主に防災無線移設手数料ほか105万8,000円、防災行政無線保守点検委託

料124万1,000円でございます。災害避難場所70万3,000円、主に太陽電池等修繕料、保守

点検委託料の計上でございます。

249ページ、９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費274万8,000円の増、主に

委員報酬215万2,000円であります。

２目事務局費267万7,000円 17万円の増 主に管内町村教育委員会連絡協議会負担金84、 、

万5,000円でございます。

３目教育振興費570万7,000円、187万6,000円の増、４事務事業の計上でございます。

教育研究所運営委員会11万9,000円、教育振興一般151万円、次ページ、主に負担金、補

助金の計上で、説明欄記載のとおりでございます。町立教育研究所395万6,000円、主に

、 。社会科副読本ほか印刷製本費202万3,000円 町立教育研究所補助金155万円でございます

就学指導12万2,000円。

次ページ、４目教員住宅費2,371万4,000円、１万9,000円の増、３事務事業の計上でご

ざいます。教員住宅352万2,000円、主に修繕料184万円、物置等購入64万2,000円の計上

でございます。共済住宅教職員住宅譲渡償還金1,098万1,000円、住宅供給公社教職員住

宅譲渡償還金921万1,000円。

５目就学援助費、就学審議会３万8,000円。

次ページ、６目スクールバス管理費1,888万1,000円、256万1,000円の増、３事務事業の

計上でございます。中型スクールバス運行286万3,000円、小型スクールバス運行151万

8,000円、それぞれ燃料費、自動車損害保険料、重量税が主な内容となってございます。

スクールバス運行委託1,450万円、主にバス運行委託料1,402万9,000円でございます。

２項小学校費、１目学校運営費4,774万9,000円、476万2,000円の増、11事務事業の計上

。 、 、 、でございます 小学校運営一般16万7,000円 次ページ 小学校学校評議員14万1,000円

厚岸小学校893万1,000円、主に消耗品、光熱水費ほか、学校運営経費の計上でございま

す。以下、真龍小学校ほか７小学校、それぞれ運営経費を記載しておりますので、各学

校の説明は省略させていただきます。

恐れ入ります、265ページをお開き願いたいと思います。

２目学校管理費3,097万9,000円、200万3,000円の増、５事務事業の計上でございます。

学校管理1,314万8,000円、主に燃料費、修繕料、各種保守点検委託料、事務機器借上料
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、 。 、 、ほか 学校管理経費の計上でございます 次ページ 学校情報通信教員1,173万8,000円

主に学校情報通信機器保守点検委託料、同通信機器借上料でございます。学校備品・教

材等整備554万1,000円、主に図書購入費486万5,000円でございます。遠距離児童通学35

万2,000円、次ページ、理科教育等設備整備事業20万円。

３目教育振興費835万6,000円、324万5,000円の増、５事務事業の計上であります。小

学校教育振興343万3,000円、主に臨時職員賃金、車借上料でございます。自然教育推進

３万9,000円、要・準要保護児童就学援助453万1,000円、主に準要保護児童学校給食費310

万9,000円でございます。本年度計上科目を学校給食費からこの教育振興費へ移行したこ

とによる増でございます。特殊教育就学奨励24万5,000円、次ページ、高度へき地修学旅

行10万8,000円。

４目学校建設費３億8,502万、皆増、真龍小学校改築事業３億8,192万円、真龍小学校

改築事業４億8,192万円、真龍小学校備品整備310万円、真龍小学校屋内運動場建設事業

及び備品整備事業の計上でございます。一部産炭基金の充当事業となってございます。

３項中学校費、１目学校運営費2,699万円、184万円の増、９事務事業の計上でござい

ます。中学校運営一般６万3,000円、中学校学校評議員14万1,000円、次ページ、厚岸中

学校1,112万円、主に消耗品、光熱水費ほか、学校運営経費の計上でございます。以下、

真龍中学校ほか５校、それぞれ運営経費を計上してございます。各学校ごとの説明につ

きましては省略させていただきます。

恐れ入ります、277ページをお開き願いたいと思います。

２目学校管理費1,864万9,000円、41万1,000円の減、５事務事業の計上でございます。

学校管理652万4,000円、主に修繕料、各種保守点検委託料、事務機器借上料ほか、学校

管理経費の計上であります。次ページ、学校情報通信教育653万5,000円、主に学校情報

通信機器保守点検委託料、同通信機器借上料でございます。学校備品・教材等整備377万

8,000円、主に図書購入費333万7,000円でございます。遠距離生徒通学１万2,000円、理科

教育等設備整備事業180万円。

次ページ、３目教育振興費1,255万8,000円、49万8,000円の減、７事務事業の計上でご

。 、 、 。ざいます 中学校教育振興176万7,000円 主に車両運行委託料 車借上料でございます

自然教育推進7,000円、要・準要保護生徒就学援助491万円、主に準要保護生徒学校給食

費262万6,000円であります。小学校費同様、本年度計上科目を学校給食費から当該教育

振興費へ移行したことによります増でございます。特殊教育就学奨励24万5,000円、高度

へき地修学旅行45万円、次ページ、外国青年招致496万1,000円、主に外国語指導助手給

料ほかでございます。心の教育相談員21万8,000円。

４項１目幼稚園費434万7,000円、１万6,000円の減、２事務事業の計上でございます。

私立幼稚園就園奨励360万7,000円、私立幼稚園運営支援74万円、それぞれ就園奨励費運

営助成の計上でございます。

５項社会教育費、１目社会教育総務費522万4,000円、113万4,000円の減、次ページ、

７事務事業の計上でございます 青少年問題協議会５万8,000円 社会教育一般43万8,000。 、

円、社会教育委員30万円、青少年育成センター91万円、主にセンター臨時職員賃金の計

上でございます。社会教育活動48万7,000円、次ページ、芸術・文化123万1,000円、主に

演劇公演委託料40万円、文化協会補助金33万円の計上でございます。友好都市子ども交
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流180万円、友好都市子ども交流事業実行委員会への補助金でございます。

２目生涯学習推進費1,986万3,000円、1,926万4,000円の増となってございます。２事務

事業の計上でございます。生涯学習活動60万9,000円、次ページ、生涯学習施設整備事業

1,925万4,000円、これは真龍小学校屋内運動所に併設する生涯学習施設整備事業の計上

でございます。

３目公民館運営費234万3,000円、５万1,000円の増、３事務事業の計上であります。公

民館運営審議会６万3,000円、公民館管理161万5,000円、報酬、光熱水費、通信運搬費ほ

か、管理経費の計上でございます。次ページ、公民館活動66万5,000円、主に事務室借上

料でございます。

４目文化財保護費795万円、298万9,000円の増、３事務事業の計上でございます。文化

財専門委員会５万4,000円、文化財保護149万3,000円、主に臨時職員賃金ほかの計上でご

ざいます。次ページ、国指定重要文化財整備事業640万3,000円、正行寺本堂改修事業費

町補助金の計上でございます。

５目博物館運営費863万4,000円、５万4,000円の増、４事務事業の計上でございます。

海事記念館 郷土館 太田屯田開拓記念館運営審議会５万4,000円 海事記念館618万6,000、 、 、

円、主に臨時職員賃金、施設燃料費、光熱水費、施設清掃委託、各種保守点検委託料の

計上でございます。次ページ、郷土館124万3,000円、次ページになります、太田屯田開

、 、 。拓記念館115万1,000円 それぞれ主に臨時職員賃金ほか 管理経費の計上でございます

６目情報館運営費3,667万8,000円、520万6,000円の増、６事務事業の計上となってござ

います。情報館協議会10万5,000円、厚岸情報館3,374万3,000円、主に非常勤職員賃金、

消耗品、燃料費、施設清掃委託料、保守点検委託料、図書教材購入費ほか、運営経費の

計上となってございます。次ページ、図書館バス運行34万1,000円、次ページ、情報通信

技術講習24万6,000円、ブックスタート14万3,000円、厚岸情報館コンピューター整備事

業210万円、情報館内のコンピューターの更新でございます。産炭基金充当事業でござい

ます。

６項保健体育費、１目保健体育総務費682万4,000円、37万4,000円の減、４事務事業の

計上となってございます。学校保健一般92万6,000円、主に日本スポーツ振興センター災

害共済掛金であります 児童生徒健康診断386万円 次ページ 教職員健康診断180万8,000。 、 、

円、それぞれ主に健康診断委託料でございます。準要保護児童生徒医療20万円。

２目社会体育費2,370万8,000円、252万5,000円の増、７事務事業の計上でございます。

スポーツ振興審議会10万6,000円、社会体育一般82万9,000円、次ページ、体育指導員49

万円、体育施設1,629万7,000円、主に海洋センター燃料費、光熱水費、宮園公園草刈り

清掃委託料ほか 体育施設管理運営経費の計上でございます 次ページ スポーツ振興329、 。 、

万1,000円、主にスポーツ振興助成であります。学校開放19万5,000円、宮園公園パーク

ゴルフ場機械整備事業250万円、これはパークゴルフ場芝育成管理機械、アプローチモア

の購入整備費でございます。防衛施設周辺整備調整交付金充当事業でございます。

３目温水プール運営費1,504万9,000円、105万2,000円の増、次ページ、主に臨時職員賃

金、燃料費、光熱水費、各種保守点検委託料、温水プール管理運営経費の計上でござい

ます。

４目学校給食費3,547万5,000円、1,857万6,000円の減、これは主に昨年度実施いたしま
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した学校給食センター施設整備事業の減でございます。それと、準要保護児童生徒学校

給食費を先ほど説明いたしましたが、小学校費、中学校費の各校の教育振興費へ移行し

たことに伴う減でございます。３事務事業の計上で、学校給食センター運営費６万1,000

円、次ページ、学校給食センター3,272万3,000円、主に非常勤職員賃金、燃料費、光熱

水費、各種委託料、給食センター管理運営経費の計上でございます。次ページ、学校給

食センター食器整備事業269万1,000円、食器購入費の計上でございます。

315ページ、11款１項公債費、１目元金10億5,022万4,000円、2,245万7,000円の減、２

目利子２億6,859万2,000円、212万4,000円の減、３目公債諸費９万3,000円、登録債事務

経費であります。

317ページ、12款１項１目給与費16億7,448万2,000円、3,125万3,000円の増、３年ごと

の負担となります退職手当組合追加負担金8,040万円の増が主な内容でございます。総括

でありますが、給料７億2,515万2,000円、職員手当４億572万9,000円、共済費２億2,151

万5,000円、賃金１億108万4,000円、負担金、補助及び交付金２億2,100万2,000円、以下

所要人件費を各課局ごとに整理計上してございます。ご確認願いたいと思います。

なお、329ページから333ページまで、一般会計にかかわる人件費総体をまとめた給与

費明細書が添付されておりますので、ご参考としていただきたいと思います。

327ページをお開き願います。

13款１項１目予備費700万円。

以上で、議案第１号 平成19年度厚岸町一般会計予算、第１条、歳入歳出予算の説明

を終わります。

１ページへお戻り願いたいと思います。

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、限度額は、

「第２表債務負担行為」による。

６ページになります。

第２表、債務負担行為、事項欄記載の５件について、期間の欄に記載の期間に各限度

額をもって債務を負担するものでございます。これらを含めまして、334ページから338

ページまでに債務負担行為に関する調書を添付してございますので、ご参考としていた

だきたいと思います。

再び１ページへお戻り願います。

第３条、地方債。

地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法は 「第３表地方債」による。、

恐れ入ります、７ページになります。

第３表、地方債、起債の目的欄記載の事業について、各発行限度額をもって起債を起

こすことができるものとするものでございます。

なお、339ページに地方債に関する調書として掲載してございますので、ご参照いただ

きたいと思います。

申しわけありません、再び１ページへお戻り願いたいと思います。

第４条、一時借入金。
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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。

以上をもちまして、議案第１号 厚岸町一般会計予算の説明を終わります。

本書８ページをお開き願います。

議案第２号 平成19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19年度厚岸町国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

第１条第１項、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ17億9,736万7,000円と定める。

、 、「 」第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第１表歳入歳出予算

によるものでございます。

９ページから10ページにわたりますが、第１表歳入歳出予算であります。本表記載の

とおりでありますが 歳入では８款11項 歳出では８款16項にわたり それぞれ17億9,736、 、 、

万7,000円となっております。

事項別に説明させていただきます。

恐れ入ります、342ページをお開き願います。

歳入であります。

１款１項国民健康保険税 １目一般被保険者国民健康保険税５億6,610万7,000円 1,953、 、

、 、 、万7,000円の減 ２目退職被保険者国民健康保険税6,576万9,000円 1,635万7,000円の増

それぞれ右のページの内訳欄記載のとおりでありますが 現年課税分94％ 滞納繰越分60、 、

％の徴収率を見込んで計上しているものでございます。

２款分担金及び負担金、２項負担金、次ページ、１目保健事業負担金281万円、がん検

診、インフルエンザ予防接種負担金でございます。

３款国庫支出金 １項国庫負担金 ２目療養給付費等負担金３億8,454万3,000円 4,920、 、 、

万4,000円の減、療養給付費分、老人保健拠出負担分の減が主な内容でございます。３目

１節高額療養費共同事業負担金888万9,000円、78万2,000円の減、２項国庫補助金、１目

１節財政調整交付金9,025万2,000円、294万円の増。

４款１項１目療養給付費等交付金１億9,637万4,000円、2,126万3,000円の減。

５款道支出金 １項道負担金 １目高額医療費共同事業負担金888万9,000円 78万2,000、 、 、

円の減、２項道補助金、２目財政調整交付金7,441万9,000円、208万7,000円の減。

７款１項共同事業交付金、１目高額医療費共同事業交付金3,377万8,000円、高額医療

費拠出金であります。２目保険財政共同安定化事業交付金２億725万1,000円、これにつ

きましては国民健康保険法改正に伴い、市町村国保間の保険料の平準化及び財政の安定

化を図るため、昨年10月から施行された保険財政共同安定化事業に要する経費に充当す

る交付金でございます。

８款繰入金、１項１目一般会計繰入金１億5,727万8,000円、1,009万8,000円の増、繰り

出し基準に基づく計上でございます。

10款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料6,000円、２項雑入100万2,000円、主に賠償

金、返納金でございます。

以上で歳入の説明を終わります。

348ページをお開き願います。
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歳出でございます。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費4,138万5,000円、３事務事業の計上で

ございます。職員人件費3,156万1,000円の計上であります。

なお、370ページから373ページまで給与費明細書を添付してございます。ご参考とし

ていただきたいと思います。

国民健康保険一般665万1,000円、主にレセプト点検業務、国民健康保険者システム修

正委託料でございます。次ページ、国民健康保険事務電算処理317万3,000円の計上でご

ざいます。

２項徴税費、１目賦課徴収費90万4,000円。

３項１目運営協議会費25万1,000円。

４項１目趣旨普及費８万円。

５項１目特別対策事業費800万3,000円、304万円の増、次ページ、主に釧路・根室広域

地方税滞納整理機構負担金275万9,000円の増であります。

次ページ、２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費８億1,885万

、 、 、8,000円 ２目退職被保険者等療養給付費２億1,173万7,000円 ３目一般被保険者療養費

４目退職被保険者等療養費、５目審査支払手数料295万7,000円。

２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費8,080万5,000円、２目退職被保険者高

額療養費2,304万3,000円。

次ページ ３項移送費 １目一般被保険者移送費5,000円 ２目退職被保険者移送費5,000、 、 、

円。

４項出産育児諸費、１目出産育児一時金980万円。

５項葬祭諸費、１目葬祭費94万円。

、 、 、次ページ ３款１項老人保健拠出金 １目老人保健医療費拠出金２億4,033万3,000円

5,566万7,000円の減、２目老人保健事務費拠出金308万8,000円。

次ページ、４款１項１目介護納付金9,048万円、969万1,000円の減。

次ページ ５款１項共同事業拠出金 １目高額医療費拠出金3,555万6,000円 312万9,000、 、 、

、 、 。円の減 ２目保険財政共同安定化事業拠出金２億725万1,000円の増 皆増でございます

歳入で説明いたしましたが、保険財政共同安定化事業拠出金でございまして、経費の財

源として先ほど説明した歳入の交付金を充当するものでございます。３目その他共同事

業拠出金1,000円。

次ページ、６款１項保健事業費、１目保健衛生普及費1,135万3,000円、251万2,000円の

増。

次ページ、７款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目一般被保険者保険税還付金100

万円、２目退職被保険者等保険税還付金10万円、３目償還金10万円。

次ページ、９款１項１目予備費100万円の計上でございます。

以上で、議案第２号 厚岸町国民健康保険特別会計予算、第１条、歳入歳出の説明と

させていただきます。

恐れ入りますが、８ページへお戻り願いたいと思います。

第２条、歳出予算の流用。

地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用
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することができる場合は、保険給付費内の各項に係る予算額に過不足を生じたときにお

けるこれらの経費の各項間とする。

以上をもちまして、議案第２号 国民健康保険特別会計予算の説明を終わります。

11ページをお開き願います。

議案第３号 平成19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19年度厚岸町の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

第１条第１項、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,294万4,000円と定める。

、 、「 」第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第１表歳入歳出予算

によるものでございます。

、 、 、 、12ページ 第１表歳入歳出予算でありますが 本表記載のとおり 歳入では３款４項

歳出では４款４項にわたり、それぞれ7,294万4,000円となってございます。

事項別に説明させていただきます。

375ページをお開き願います。

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64万7,000円。

２款使用料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料4,884万4,000円、3,942万6,000円

の増、これは一般会計の方でも説明させていただきましたが、主に太田地区、片無去地

区、尾幌地区の農業水道が簡易水道へ、本会計へ移動したことによる増でございます。

２項手数料、１目水道手数料４万2,000円。

５款繰入金、１項１目一般会計繰入金2,341万1,635万9,000円の増。

以上で歳入の説明を終わります。

377ページをお開き願います。

歳出でございます。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費1,967万4,000円、３事務事業の計上で

ございます。職員人件費1,766万5,000円、２名分の計上であります。

なお、387ページから389ページまで、給与費明細書を添付してございます。ご参考に

していただきたいと思います。

簡易水道一般13万5,000円、水道料金計算収納187万4,000円。

次ページ、２款水道費、１項１目水道事業費5,069万5,000円、3,576万3,000円の増、歳

入でも説明いたしましたが、３地区の農業水道事業が本会計へ移動したことによる増で

ございます。５事務事業の計上で、水道事業一般2,769万9,000円、主に尾幌地区簡易水

道にかかわる受水費の増でございます 水質検査147万3,000円 簡易水道施設1,613万4,000。 、

円、水道施設管理経費の計上でございます。これも先ほど説明いたしましたとおり、３

地区の本会計への移行によります管理経費の増となってございます。次ページ、検満及

び新設メーター取付事業468万9,000円、漏水調査事業70万円の計上でございます。

次ページ、４款１項公債費、１目元金142万円、２目利子110万5,000円。

なお、390ページに地方債に関する調書を添付してございます。ご参照していただきた

くお願い申し上げます。

次ページ、５款１項１目予備費５万円の計上でございます。
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以上で、議案第３号 厚岸町簡易水道事業特別会計予算の説明を終わります。

恐れ入ります、13ページへお戻り願います。

議案第４号 平成19年度厚岸町老人保健特別会計予算であります。

平成19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条第１項、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11億5,001万6,000円と定める。

、 、「 」第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第１表歳入歳出予算

によるものでございます。

14ページ、第１表歳入歳出予算であります。本表記載のとおりでありますが、歳入で

は５款５項、歳出では４款４項にわたり、それぞれ11億5,001万6,000円となってござい

ます。

事項別に説明させていただきます。

恐れ入ります、392ページをお開き願います。

歳入でございます。

１款１項支払基金交付金、１目医療費交付金５億9,561万3,000円、医療給付費、医療

費支給費で、内訳は記載のとおりでございます。２目審査支払手数料交付金438万7,000

円。

２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目事務費負担金30万円、２目医療費負担金３億

5,685万1,000円。

３款道支出金、１項道負担金8,921万3,000円。

４款繰入金、１項１目一般会計繰入金１億365万円。

５款諸収入、１項雑入、１目第三者納付金1,000円、返納金1,000円。

以上で歳入の説明を終わります。

394ページをお開き願います。

歳出でございます。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費351万3,000円、２事務事業の計上でご

ざいます。老人保健一般160万3,000円、老人保健事務電算処理191万円、主にレセプト保

険者点検業務委託料、老人保健事務電算処理委託料の計上でございます。

次ページ、２款１項医療諸費、１目医療給付費11億2,389万円、２目医療支給費1,792

万4,000円、３目審査支払手数料438万8,000円、それぞれ説明欄記載のとおり、医療給付

費、医療支給費、手数料の計上でございます。

３款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目償還金1,000円の計上でございます。

次ページ、４款１項１目予備費30万円の計上でございます。

、 。以上で 議案第４号 厚岸町老人保健特別会計予算の説明を終わらせていただきます

恐れ入ります、15ページへお戻り願います。

議案第５号 平成19年度厚岸町下水道事業特別会計予算であります。

平成19年度厚岸町下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

第１条第１項、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６億633万8,000円と定める。

、 、「 」第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第１表歳入歳出予算



- 47 -

によるものでございます。

16ページ、第１表歳入歳出予算であります。本表記載のとおりでありますが、歳入で

は６款８項にわたり、歳出では３款４項にわたり、それぞれ６億633万8,000円となって

ございます。

事項別に説明させていただきます。

403ページをお開き願います。

歳入であります。

１款分担金及び負担金、２項負担金、１目下水道費負担金1,505万2,000円。

、 、 、 、２款使用料及び手数料 １項使用料 １目下水道使用料6,061万円 382万8,000円の増

２項手数料、１目下水道手数料1,000円。

３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目下水道費国庫補助金１億640万円、７億940万

円の減、これは昨年度当初計上事業費が16億円でありましたが、本年度事業費２億260万

円の実施による減となっているところでございます。

５款繰入金、１項１目一般会計繰入金２億896万4,000円、4,187万2,000円の減。

６款諸収入 １項延滞金及び過料 １目延滞金1,000円 ２項１目雑入2,261万円 2,053、 、 、 、

万9,000円の増、消費税及び地方消費税の還付金でございます。

７款１項町債、１目下水道債１億9,270万円、６億2,710万円の減、３款国庫支出金で

説明いたしましたと同様、本年度実施事業縮小に伴う減でございます。公共下水道事業

債１億260万円、資本費平準化債9,010万円の計上でございます。

以上で歳入の説明を終わります。

405ページをお開き願います。

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3,120万円、2,778万5,000円の増、

主に本年度事業縮小に伴い、昨年度事業費支弁人件費として計上してございました職員

人件費が単独費に振り替わったものでございます。３事務事業の計上でございます。職

員人件費2,606万4,000円、３名分の計上でございます。

なお、419ページから421ページに給与費明細書を添付してございます。ご参考として

いただきたいと思います。

下水道一般283万4,000円、次ページ、下水道事務電算処理230万2,000円、２目管渠管

理費617万7,000円、３目処理場管理費4,365万8,000円、主に処理場運転管理委託料でござ

います。

次ページ、４目普及促進費744万8,000円、３事務事業の計上でございます。水洗化等

普及促進３万3,000円、水洗化等改造工事補助723万円、改造工事補助金でございます。

水洗化等改造工事資金貸付金利子補給18万5,000円。

、 、 、２項下水道事業費 １目公共下水道事業費２億2,220万3,000円 14億409万2,000円の減

歳入でも説明いたしました内容と同様、事業費縮小に伴う減でございます。

４事務事業の計上でございます。公共下水道事業補助２億260万円、次ページ、公共下

水道事業起債100万円、公共下水道事業単独13万3,000円、事業費支弁人件費1,847万円の

計上でございます。

415ページ、３款１項公債費、１目元金１億9,519万4,000円、２目利子9,945万8,000円



- 48 -

の計上であります。

次ページ、４款１項１目予備費100万円。

以上で、議案第５号 厚岸町下水道事業特別会計予算、第１条、歳入歳出予算の説明

とさせていただきます。

恐れ入ります。15ページへお戻り願います。

第２条、債務負担行為。

地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる期間、及び限度額は「第

２表債務負担行為」による。

17ページ、第２表債務負担行為、事項欄記載の２件について、期間欄に記載の期間に

わたり、各限度額をもって債務を負担するものでございます。これらを含めまして、422

ページに債務負担行為に関する調書を添付してございます。ご参照いただければと思い

ます。

15ページへお戻り願います。

第３条、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。、

18ページをお開き願います。

第３表地方債、第１条の歳入、７款町債の説明でもさせていただきましたが、この表

による地方債の限度額とするものでございます。

なお、423ページに地方債に関する調書を添付してございます。ご確認していただきた

いと思います。

以上をもちまして、議案第５号 下水道事業特別会計の説明を終わらせていただきま

す。

恐れ入ります、19ページへお戻り願います。

議案第６号 平成19年度厚岸町介護保険特別会計予算であります。

平成19年度厚岸町介護保険会計の予算は、次に定めるところによる。

第１条第１項、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７億8,808万5,000円と定める。

、 、「 」第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第１表歳入歳出予算

によるものでございます。

20ページから21ページにわたりますが、第１表歳入歳出予算であります。本表記載の

とおりでありますが、歳入では８款11項にわたり、歳出では７款12項にわたり、それぞ

れ７億8,808万5,000円となってございます。

事項別に説明させていただきます。

426ページをお開き願います。

歳入であります。

１款保険料 １項介護保険料 １目第１号被保険者介護保険料１億4,462万9,000円 65、 、 、

歳以上被保険者の保険料で、介護保険総体の18％相当でございます。

２款分担金及び負担金、１項分担金、１目地域支援事業負担金54万円。

３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金１億4,529万8,000円、２項
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国庫補助金、１目財政調整交付金4,431万6,000円、合わせて公費負担分の25％相当でご

ざいます。７目地域支援事業交付金547万7,000円。

４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金２億2,521万3,000円、40歳から65歳

未満の被保険者からの収入で、総体の32％相当でございます。２目地域支援事業支援交

付金132万7,000円。

５款道支出金 １項道負担金 １目介護給付費負担金9,081万1,000円 公費負担金の12.5、 、 、

％相当でございます。

２項道補助金 ２目介護給付費補助金40万2,000円 ３目地域支援事業交付金273万8,000、 、

円。

６款財産収入 １項財産運用収入 １目利子及び配当金 介護給付費準備基金利子1,000、 、 、

円でございます。

７款繰入金、１項１目一般会計繰入金１億2,639万9,000円、公的負担分12.5％を含め、

収支均衡を図るものでございます。

９款諸収入、１項延滞金及び過料2,000円、２項雑入93万2,000円、次ページ、主に認

定審査会共同設置負担金であります。

以上で歳入の説明を終わります。

430ページをお開き願います。

歳出でございます。

１款総務費、１項総務管理、１目一般管理費1,746万7,000円、３事務事業の計上でご

ざいます。職員人件費1,502万4,000円、２名分の計上でございます。

なお、452ページから455ページまで、給与費明細書を添付してございます。ご参考と

していただきたいと思います。

介護保険一般23万2,000円、介護保険事務電算処理221万1,000円、電算処理委託料の計

上でございます。

２項徴税費、１目賦課徴収費121万1,000円、次ページ、主に介護保険料納付書作成委

託料でございます。

３項１目介護認定審査会費311万2,000円、主に委員報酬202万8,000円でございます。

２目認定調査等費703万8,000円、主に臨時職員賃金、手数料、委託料でございます。

次ページ、２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス給付費

３億3,511万9,000円の計上でございます。２目施設介護サービス給付費３億728万9,000円

の計上でございます。３目居宅介護福祉用具購入費108万円の計上、４目居宅介護住宅改

修費360万円 ５目居宅介護サービス計画費3,618万6,000円 ６目審査支払手数料92万9,000、 、

円。

、 、 、２項１目高額介護サービス費1,000万円 次ページ ３項特定入所者介護サービス等費

１目特定入所者介護サービス費3,275万円、内容は説明欄記載のとおりでありますが、そ

れぞれ居宅介護サービス、施設介護サービス等に係る給付状況を勘案の上計上している

ものでございます。

次ページ、３款１項１目財政安定化基金拠出金70万9,000円、北海道が設置する財政安

定化基金への法定拠出金でございます。

次ページ、４款地域支援事業費、１項介護予防事業費、１目介護予防特定高齢者施設
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事業費133万円、主に特定高齢者介護予防事業委託料のほかの計上でございます。２目介

護予防一般高齢者施策事業費295万2,000円、主に臨時職員賃金、一般高齢者介護予防事

業費委託料の計上でございます。

２項包括的支援事業・任意事業費、１目包括的支援事業等事業費1,404万7,000円、２

事務事業の計上であります。職員人件費1,312万1,000円、次ページ、２名分の計上であ

ります。包括的支援施策92万6,000円、保守点検委託料、事務機器借上料が主な内容でご

ざいます。２目任意事業費211万6,000円、次ページ、主に配食サービス事業負担金、家

族介護用品給付費の計上でございます。

次ページ、５款１項１目介護給付費準備基金費614万2,000円、第１号被保険者の介護

保険料、これにつきましては３年間の給付総額の平均額をもって決定されて、年度によ

っては余剰が生じると、これにつきましての調整としてこの保険料を基金に積み立てる

ものとなってございます。なお、現在は、18年度から20年度の平均額となっているとこ

ろでございます。

次ページ、７款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目第１号被保険者介護保険還付

金1,000円、２目償還金456万7,000円、介護保険料の保険分を北海道から借り入れを起こ

した分の償還であります。

456ページに地方債に関する調書を添付してございます。参考としていただきたいと思

います。

次ページ、８款１項１目予備費30万円。

以上をもちまして、議案第６号 厚岸町介護保険特別会計予算の説明を終わらせてい

ただきます。

恐れ入ります、22ページへお戻り願います。

議案第７号 平成19年度厚岸町介護サービス事業特別会計予算であります。

平成19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条第１項、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億9,294万5,000円と定める。

、 、「 」第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第１表歳入歳出予算

によるものでございます。

23ページでございます。

第１表歳入歳出予算でありますが、本表記載のとおり、歳入では４款７項、歳出では

２款３項にわたり、それぞれ２億9,294万5,000円となってございます。

事項別に説明させていただきます。

恐れ入ります、458ページをお開き願います。

歳入でございます。

１款サービス収入、１項介護給付費収入、１目居宅介護サービス費収入6,887万9,000

円、主に通所介護費、短期入所生活介護費収入でございます。

２目１節施設介護サービス費収入１億4,953万7,000円、２項予防給付費収入、１目居

宅支援サービス費収入289万2,000円、３項１目１節自己負担金収入3,772万2,000円、５項

自立支援給付費収入、１目障害者短期入所介護給付費収入５万1,000円、それぞれ18年度

利用実績をもって計上したのでございます。内容につきましては、説明欄記載のとおり
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でございます。

７款１項寄附金、１目サービス事業費寄附金４万7,000円。

８款繰入金、１項１目一般会計繰入金2,559万9,849万8,000円の増。

９款諸収入、１項１目雑入821万8,000円、主に通所介護給食実費収入264万9,000円、

生きがい活動支援通所事業180万円ほか、それぞれ説明欄記載のとおりでございます。

以上で歳入の説明を終わります。

462ページをお開き願いたいと思います。

歳出でございます。

１款サービス事業費、１項居宅サービス事業費、２目通所介護サービス事業費6,405万

1,000円、395万1,000円の増、５事務事業の計上でございます。職員人件費4,223万9,000

円、３名分の計上でございます。通所介護サービス1,858万9,000円、次ページ、生きが

、 、 、い活動支援通所サービス180万円 次ページ 身体障害者デイサービス支援41万5,000円

配食サービス100万8,000円。

３目訪問入浴介護サービス事業費593万9,000円、２事務事業の計上でございます。職

員人件費491万9,000円、訪問入浴介護サービス102万円の計上でございます。

次ページ、４目短期入所生活介護サービス事業費2,734万1,000円、２事務事業の計上

でございます。職員人件費1,321万6,000円、２名分の計上でございます。短期入所、生

活介護サービス1,412万5,000円。

次ページ、７目包括的支援事業費489万4,000円、２事務事業の計上でございます。職

員人件費377万6,000円、包括的支援111万8,000円。

次ページ、８目障害者介護給付事業７万円。

２項施設サービス事業費、１目施設介護サービス事業費１億9,035万円、２事務事業の

計上でございます。職員人件費１億3,246万5,000円、12名分の職員と嘱託職員分の計上

でございます。施設介護サービス5,787万5,000円、次ページ、特別養護老人ホーム運営

経費の計上でございます。内容は、それぞれ説明欄記載のとおりでございます。

なお、各科目職員人件費につきましては、408ページから482ページまで、給与費明細

書を添付してございます。ご参照していただきたいと思います。

478ページ、２款１項１目予備費30万円の計上でございます。

以上をもちまして、議案第１号 厚岸町一般会計予算から議案第７号 厚岸町介護サ

ービス事業特別会計までの提案理由とさせていただきます。

大変雑駁な説明でございました。ご審議の上、ご承認いただきますよう、よろしくお

願い申し上げます。

●議長（稲井議員） 暫時休憩をいたします。

再開は３時30分とします。

午後２時51分休憩

午後３時30分再開
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●議長（稲井議員） 本会議を再開いたします。

休憩前に引き続きまして、平成19年度厚岸町水道事業会計予算の説明を行います。

水道課長。

●水道課長（高根課長） ただいま上程いただきました議案第８号 平成19年度厚岸町水

道事業会計予算の内容についてご説明いたします。

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。

給水戸数は、5,520戸を予定しております。

年間総配水量につきましては、151万5,420立方メートルで、前年度比0.3％の増となっ

ております。

一日平均給水量でございますが、4,151立方メートルで、前年度比0.3％の増となって

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では８件、4,338万6,000円の

計上で、前年度比8.7％の減でございます。機器等更新事業では３件、858万9,000円の計

上で 前年度比1.1％の減でございます メーター設備事業では 新設 検満合わせて505、 。 、 、

個、2,768万7,000円の計上で、前年度比24.0％の増でございます。

第３条の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ページをお開き願います。

収益的収入でございます。

１款水道事業収益、１項営業収益では２億5,391万2,000円の計上で、前年度比1.4％の

増でございます。

１目給水収益では２億5,351万8,000円の計上で、１節の水道使用料は前年度比1.5％の

増で、説明欄記載のとおりで、それぞれ用途別の計上でございます。

２目受託工事収益では39万4,000円の計上で、前年度比33.0％の減で、47件の新設の給

水工事を見込んだ設計審査及び工事検査手数料の計上でございます。

２項営業外収益では１万円の計上で、前年度と同額の計上でございます。

２目受取利息及び配当金では、普通預貯金利息として1,000円の計上でございます。

３目雑収益では前年度と同額の9,000円の計上で、浄水場施設敷地内の電柱などの占用

量でございます。

10ページをお開き願います。

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２億268万8,000円の計上で、前年度比2.0％の増

となっております。

１目原水及び浄水費では4,717万4,000円の計上で、前年度比0.7％の増となっており、

各説明欄記載のとおりでありますが、17節委託料では前年度比4.9％の増で、水質検査委

託業務の検査項目の増加によるものでございます。19節修繕料では前年度比51.3％の増

で、主なものとして取水場の取水ポンプの分解修理に要する修繕料でございます。20節

動力費では前年度比2.6％の減で、主なものとして浄水場を初めとした各水道施設の電気

料の変更による減額でございます。21節薬品費では前年度比2.9％の減で、ポリ塩化アル
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ミニウム等の水処理薬品の使用量の減による減額でございます。

２目配水及び給水費では755万9,000円の計上で、前年度比7.9％の減となっており、各

説明欄記載のとおりですが、17節の委託料では前年度比14.0％の減で、昨年度は湖南、

湖北両地区の配水管の漏水調査を行いましたが、今年度は湖北地区のみのため、調査箇

所数の減による減額でございます。

４目総係費では5,269万円の計上で、前年度比3.0％の増となっております。主なもの

は、２節給料では前年度比５％の減、３節手当では前年度比1.4％の減、４節法定福利費

では前年度比3.5％の減となっております。これは、水道事業で計上する人件費５名につ

きまして、人事異動による会計間の移動に伴う減でございます。11節印刷製本費では、

納付書様式の変更に伴う印刷費の増となっております。18節賃借料では、現在使用して

いる水道事業財務会計システム及び水道料金システムについて、簡素化及び効率化を図

るため新システムを導入するための賃借料でございまして、前年度比821％の大幅な増と

なっております。19節修繕費では、新システム導入によるハンディターミナルの修理が

不要となったことによりまして、前年度比58.4％の減となるものでございます。その他

につきましては、説明欄記載のとおりでございます。

12ページをお開き願います。

５目減価償却費では9,372万6,000円の計上で、前年度比2.9％の増となっております。

これは、平成18年度までの取得資産に対する減価償却費の計上でございまして、各説明

欄記載のとおりでございます。

６目資産減耗費では153万9,000円の計上で、前年度比5.1％の増となっております。こ

れは、今年度に有効期間が満了となったメーター器443個の除却費でございます。

２項営業外費用では4,606万4,000円の計上で、前年度比2.1％の増となっております。

、 、１目支払利息及び企業債取扱諸費では4,101万9,000円の計上で 前年度比1.1％の減で

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目消費税及び地方消費税では504万5,000円の計上で、前年度比38.1％の増で、消費

税納付額の計上でございます。

、 、 。４項予備費 １目予備費では20万円の計上で 前年度と同額の計上となっております

１ページにお戻り願います。

第４条の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

申し上げます。

恐れ入りますが、13ページをお開き願います。

資本的収入でございます。

１款資本的収入、１項企業債では4,700万円の計上で、前年度比38.8％の減でございま

。 、 、 。す これは 説明欄記載のとおり 建設改良に伴います企業債の借り入れでございます

５項工事負担金、１目工事負担金では382万2,000円の計上で、前年度比1.2％の増でご

ざいます。これは、新設検満メーター器の増によるものでございます。

６項補償金、１目補償金では162万円の計上でございます。これは、町道住の江町通り

道路改良工事に伴い水道管が支障となり、その移設に係る補償金でございます。

14ページをお開き願います。

資本的支出でございます。
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１款資本的支出、１項建設改良費では8,016万7,000円の計上で、前年度比28.8％の減

でございます。

１目建設改良費では5,197万5,000円の計上で、前年度比42.1％の減でございます。説

明欄記載のとおりの内容でございますが、道道別海厚岸線配水管布設替工事は布設後相

当たち、老朽化により漏水事故が多く発生しておりまして、区間を桜通りから子野日公

園入り口までの山側の歩道に配水管の布設替工事を行うものでございます。住の江町通

り配水管布設替工事につきましては、資本的収入でも申し上げましたが、町が施行する

道路改良工事に伴い配水管が支障となるため、移設工事を行うものでございます。真栄

町東３の通り、港町２条通り、奔渡町11の通りほか１、桜通りの各路線の配水管新設工

事につきましては、現在配水管が設置されておらず、配水管を設置することによりまし

て漏水事故等の迅速な対応、また、水需要に対するための配水管の新設を行うものでご

ざいます。配水管流量計設置工事は、配水流量の把握と漏水箇所の早期発見を目的に、

若竹町に１カ所設置するものでございます。仕切弁整備工事につきましては、港町地区

ほかでの老朽化した仕切弁の整備でございます。床潭配水池テレメーター設備整備工事

につきましては、現在、床潭配水池内の水位及び流量、残留塩素につきまして、電話回

線で浄水場へ伝送し監視しておりますが、設置後約22年たちまして、老朽化によります

更新工事でございます。また、床潭配水池残留塩素計整備工事につきましても、設置後

約22年たち、老朽化によります更新工事でございます。床潭ポンプ場テレメーター設備

整備工事につきましては、現在、床潭ポンプ場の運転整備につきましては、電話回線で

浄水場へ伝送し監視しておりますが、これも設置後約22年たちまして、老朽化によりま

す更新工事でございます。

２目総係費では50万5,000円の計上で、前年度と同額の計上で、内容につきましては説

明欄記載のとおりでございます。

３目メーター設備費では2,768万7,000円の計上で、前年度比24.0％の増で、新設検満

メーター器合わせて505個の設置に要する費用でございます。

２項企業債償還金、１目企業債償還金では5,124万8,000円の計上で、前年度比5.2％の

増となっており、企業債借り入れに対する償還金でございます。

恐れ入りますが、１ページへお戻り願います。

第４条、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7,897

万3,000円は過年度分損益勘定留保資金7,515万6,000円、及び当年度分消費税及び地方消

費税資本的収支調整額381万7,000円で補てんするものでございます。

２ページをお開き願います。

第５条の企業債でございます。

配水管布設替等事業費として4,700万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、利率は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、予定支出の各項の経費の金額の流用につきましては、営業費用、営業外費用

と定めるものでございます。

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につきましては、職員

給与費で3,814万4,000円とするものでございます。

第８条のたな卸資産の購入限度額につきましては、1,703万2,000円と定めるものでご
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ざいます。

以上が平成19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ページは資金計画、６ページから８ページは給与費明細書、15ペー

ジから19ページは貸借対照表及び損益計算書でございますが、記載のとおりであります

ので、説明を省略させていただきます。

大変簡単な説明ですが、ご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い

申し上げます。

●議長（稲井議員） 次に、病院事務長。

●病院事務長（斉藤事務長） ただいま上程いただきました議案第９号 平成19年度厚岸

町病院事業会計予算の提案理由について説明を申し上げます。

予算書の１ページをお開き願います。

第１条、平成19年度厚岸町病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

第２条、業務の予定量、病症数98床。患者数でありますが、入院患者は年間延べ数２

万8,360人、一日平均77人、外来患者は６万2,100人、一日平均255人であります。

次に、主な建設改良事業でありますが、医療器械整備事業として3,615万円の計上であ

ります。

第３条、収益的収入及び支出並びに第４条、資本的収入及び支出につきましては、10

ページから15ページまでの予算説明書により説明をいたします。

10ページをお開き願います。

収益的収入でありますが、１款病院事業収益では13億1,488万7,000円の計上で、前年

比0.1％の減、１項医業収益では10億4,754万2,000円の計上で、前年比1.7％の減、これ

は１目入院収益で５億5,233万7,000円の計上、前年比4.3％の減、２目外来収益では４億

4,281万5,000円の計上で、前年比0.5％の増、これら入院・外来患者数については、総医

業費用に合わせた計上でありまして、平成18年度実績見込みから一日平均入院で５名、

外来で14名の増加を見込み予算化をしております。

３目その他医業収益では5,239万円の計上で、前年比10.1％の増、これにつきましては

総合健診、新規利用者の取り組み、各種予防接種、町民健診、乳幼児健診数の増を見込

むものであります。内容につきましては、節説明欄記載のとおりであります。

２項医業外収益では２億6,734万5,000円の計上で、前年比6.8％の増、これは１目患者

外給食収益で179万6,000円の計上で、前年比12.3％の増、２目その他医業外収益では696

万円の計上で、前年比1.8％の増、３目他会計補助金では２億5,858万8,000円の計上で、

前年比6.9％の増、４目雑収益では1,000円の計上であります。内容につきましては、節

説明欄記載のとおりであります。

11ページをごらん願います。

収益的支出であります。

１款病院事業費用では13億1,478万5,000円の計上で、前年比0.1％の減、１項医業費用

では12億231万9,000円の計上で、前年比0.2％の減、１目給与費では７億562万9,000円の

計上で、前年比２％の増、これは１節給料で２億6,812万6,000円の計上、前年比0.8％の
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増、２節職員手当等では１億9,387万1,000円で、前年比1.2％の増、３節法定福利費では

１億4,246万7,000円で、前年比0.7％の増、主な内容につきましては医師５名、看護師40

名、医療技術員13名、事務員６名、技術員１名の65名で、前年当初予算と比較いたしま

、 、 、して２名の減となっておりますが 道独自給与削減の一部復元 退職手当組合追加費用

定期昇給等で増となっております。４節賃金では１億97万8,000円で、前年比856万9,000

円、9.3％の増でありますが、主に専門外来の継続実施、患者数の増に応じた臨時出張医

師によるものであります。５節報酬では18万7,000円の計上で、運営委員会委員報酬でご

ざいます。

、 、 、２目材料費では１億9,204万5,000円の計上で 前年比1.6％の減 内容につきましては

それぞれの項目で節減見直しを行っての計上でございまして、節説明欄記載のとおりで

あります。

12ページをお開き願います。

３目経費では２億4,249万2,000円の計上で、前年比0.1％の増、これは１節厚生福利費

249万5,000円で、前年比24.4％の減、２節旅費交通費775万9,000円で、前年比375万7,000

円、93.9％の増でありますが、賃金同様の内容でございまして、臨時出張医師の交通費

の増によるものであります。３節消耗品費390万円で、前年比8.3％の増、４節消耗品備

品費46万円で、前年比11.4％の減、光熱水費1,951万1,000円で、前年比５％の減、６節

燃料費1,792万5,000円で、前年比3.6％の増、７節食糧費２万円で、前年度と同額計上で

ございます。８節印刷製本費93万8,000円で、前年比６％の減、９節手数料533万円で、

前年比0.7％の減、10節通信運搬費で143万8,000円で、前年比13.5％の減、11節保険料225

万5,000円で、前年比2.3％の減、12節修繕費950万円で、前年比12％の減、13節職員被服

費14万3,000円で、前年比14.9％の減、14節使用料2,650万7,000円で、前年比５％の増で

ありますが、主に病院医事会計処方コンピューターシステム及びレントゲン撮影システ

ムの更新による新たな増によるものであります。15節委託料１億3,986万4,000円で、前

年比2.9％の減。

13ページをごらんをいただきたいと存じます。

16節交際費130万円で 前年度と同額計上 17節負担金266万9,000円で 前年比212万5,000、 、 、

円、390.6％の増でありますが、週１回、消化器内科の医師を派遣していただく負担金の

増であります。18節諸会費36万1,000円で、前年比45％の増、19節雑費11万7,000円で、

前年と同額計上であります。

以上が３目経費でありますが、それぞれの項目におきまして節減見直しを行っての計

上であります。各節説明欄の内容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。

４目減価償却費では5,599万8,000円で、年度内中に償却をしなければならない経費で

あります。

14ページをお開き願います。

５目資産減耗費では246万円の計上で、前年比74.5％の増。

６目研究研修費では369万5,000円の計上で、前年比5.6％の減、内容につきましては節

説明欄記載のとおりであります。

２項医業外費用では１億1,216万6,000円の計上で、前年比0.8％の増、１目支払利息及
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び企業債取扱諸費では8,597万8,000円で、前年比1.2％の減、これは１節企業債利息8,184

万2,000円で、前年比3.8％の減、２節一時借入金利息413万6,000円で、前年比119.1％の

増。

２目医療技術員確保対策費では700万円で、前年と同額計上でございます。

３目雑損費1,286万円の計上で 前年比17.6％の増 ４目消費税及び地方消費税では200、 、

万円、５目繰延勘定償却では432万8,000円、３項予備費では30万円、それぞれ前年度と

同額計上であります。

15ページをごらん願います。

資本的収入であります。

１款資本的収入、１項補助金１億3,026万7,000円の計上で、前年比25.9％の増。

１目他会計補助金では9,592万5,000円の計上で、前年比3.7％の増。

２目国庫補助金では3,434万2,000円の計上で、前年比214.3％の増、医療器械購入に係

る特定防衛施設周辺整備補助金であります。

次に、資本的支出であります。

１款資本的支出では１億3,026万7,000円の計上で、１項建設改良費、１目固定資産購

入費では3,615万円の計上で、前年比214.3％の増、内容でありますが、透析関係のシス

テム及び装置で2,864万4,000円、人工呼吸器ほかで750万6,000円の購入であります。

２項１目企業債償還金では9,411万7,000円の計上で、前年比2.3％の増であります。

以上で、収益的収入及び支出並びに資本的収入及び支出の説明を終了させていただき

ます。

恐れ入りますが、予算書の２ページにお戻り願います。

第５条でございます。

一時借入金でございますが、一時借入金の限度額を８億円と定めるものであります。

第６条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費であります。職員給与

費７億562万9,000円、交際費130万円であります。

第７条、他会計からの補助金、一般会計からの補助金は総額３億5,451万3,000円、前

、 。年比2,011万7,000円の増額となっており 内訳につきましては記載のとおりであります

なお、病院事業運営に対しまして、不採算経費と言われる部門の一般会計からの一部

ルールづくりをさせていただき、増額の計上となっております。

第８条、たな卸資産購入限度額でありますが、２億3,474万4,000円と定めるものであ

ります。

第９条、重要な資産の取得及び処分でありますが、種類は器械備品で、名称、逆浸透

精製水製造システムと多人数用透析液供給装置、数量は一式で、資産を取得し、更新す

る資産を処分するものであります。

３ページ、４ページは予算実施計画、５ページは資金計画、６ページから９ページま

では給与費明細書、16ページから20ページまでは平成19年度予定貸借対照表、平成18年

度予定損益計算書、予定貸借対照表でございます。

18ページ、お開き願いたいと存じます。

、 、 、18ページ 下から６行目でありますけれども 平成18年度単年度収支でございまして

平成12年度以来６年ぶりに黒字に転換する見込みでありまして、経常利益として290万
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5,000円を予定しております。

なお、その他内容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。

以上、大変雑駁な説明でありますが、議案第９号 平成19年度厚岸町病院事業会計予

算の提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認を賜りま

すようお願いを申し上げます。

●議長（稲井議員） 説明がありました本９件の審査方法についてお諮りいたします。

本９件の審査方法については、議長を除く17人の委員をもって構成する平成19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。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（稲井議員） ご異議なしと認めます。

よって 本９件の審査方法については 議長を除く17人の委員をもって構成する平成19、 、

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。

本会議を休憩いたします。

午後３時58分休憩

午後４時02分再開

●議長（稲井議員） 本会議を再開いたします。

●議長（稲井議員） 日程第10、議案第10号 平成18年度厚岸町一般会計補正予算から議

案第18号 平成18年度厚岸町病院事業会計補正予算まで、以上９件を一括議題といたし

ます。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） ただいま上程いただきました議案第10号 平成18年度厚岸町

一般会計補正予算（８回目）の提案説明をさせていただきます。

議案書１ページでございます。

平成18年度厚岸町一般会計補正予算（８回目 。）

平成18年度厚岸町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条第１項、歳入歳出予算の補正であります。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億4,156万1,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ78億9,169万6,000円とする。
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第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

２ページ、３ページになります。第１表でございます。歳入歳出予算補正であります

が、記載のとおり、歳入では19款35項、４ページ、５ページになりますが、歳出では12

款32項にわたって、それぞれ３億4,156万1,000円の補正でございます。

事項別により説明させていただきます。

12ページをお開き願います。

歳入であります。

１款町税、１項町民税、１目個人698万2,000円の減、２目法人523万7,000円の増、２

項１目固定資産税460万8,000円の増、２目国有資産等所在市町村交付金及び納付金３万

、 、 、6,000円の減 ３項１目軽自動車税32万4,000円の増 ４項１目たばこ税16万8,000円の増

６項１目都市計画税115万円の増、それぞれ増減計数整理でございます。

２款地方譲与税、１項１目地方道路譲与税353万8,000円の減、２項１目自動車重量譲

与税103万1,000円の増、３項１目所得譲与税2,000円の増、３款１項１目利子割交付金30

万5,000円の増、４款１項１目配当割交付金129万8,000円の増、５款１項１目株式等譲渡

所得割交付金100万5,000円の増、６款１項１目地方消費税交付金1,059万5,000円の増、７

款１項１目ゴルフ場利用税交付金55万6,000円の増 ８款１項１目自動車取得税交付金211、

万7,000円の減、９款１項国有提供施設等所在市町村交付金、14ページ、１目国有提供施

設等所在市町村交付金69万5,000円の増、それぞれ直近の交付実績、見込み等による増減

であります。

11款１項１目１節普通交付税３億7,747万9,000円の増、12款１項１目交通安全対策特

別交付税３万4,000円の増、13款分担金及び負担金、２項負担金、１目民生費負担金、１

節社会福祉費負担金16万1,000円の減、２節児童福祉費負担金34万2,000円の増、それぞ

れ説明欄記載のとおりでございます。

２目衛生費負担金４万3,000円の減、３目農林水産業費負担金4,777万3,000円の減、主

に草地整備改良事業負担金の減でございます。

14款使用料及び手数料、１項使用料、２目民生使用料、１節社会福祉使用料２万6,000

円の減、２節児童福祉使用料４万1,000円の増、３目衛生使用料、１節保健衛生使用料45

万円の減、それぞれ説明欄記載のとおりでございます。

４目農林水産業使用料、１節農業使用料204万9,000円の減、主に牧場使用料196万4,000

円の減であります。２節林業使用料５万円の減、３節水産業使用料4,000円の減、６目土

木使用料、３節住宅使用料372万9,000円の増、主に宮園団地（高層）219万4,000円の増

でございます。７目教育使用料、３節社会教育使用料３万1,000円の減、４節保健体育使

用料16万9,000円の減、それぞれ説明欄記載のとおりでございます。

16ページ、２項手数料、１目総務手数料、１節総務管理手数料8,000円の減、２節徴税

手数料２万9,000円の減、３節戸籍住民登録手数料７万2,000円の減、３目衛生手数料、

１節保健衛生手数料５万4,000円の減、２節環境政策手数料41万6,000円の減、６目土木

手数料、１節土木管理手数料２万5,000円の増、５節住宅手数料26万5,000円の減、７目

教育手数料1,000円の増、それぞれ説明欄記載のとおりでございます。

３項１目１節証紙収入、ごみ処理証紙収入83万5,000円の増、し尿処理証紙収入163万
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6,000円の増、15款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、１節社会福祉

費負担金215万円の減、主に障害者自立支援給付費負担金の減でございます。２節児童福

祉費負担金５万8,000円の増、２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金、１節社会福祉費

補助金５万5,000円の増、６目土木費国庫補助金、１節道路橋梁費補助金11万2,000円の

減 ８目教育費国庫補助金 ２節小学校費補助金12万2,000円の増 ３節中学校費補助金29、 、 、

万4,000円の減、４節幼稚園費補助金13万円の減、それぞれ説明欄記載のとおりでござい

ます。18ページ、11目災害復旧費国庫補助金、３節文教施設災害復旧費補助金31万9,000

円の減。

３項委託金、１目総務費委託金、２節戸籍住民登録費委託金16万7,000円の増、４目土

木費委託金、１節河川費委託金239万4,000円の減、事業費確定による減でございます。

16款道支出金、１項道負担金、１目民生費道負担金、１節社会福祉費負担金９万5,000

円の減、主に障害者自立支援給付費負担金149万7,000円の減、保険基盤安定負担金116万

4,000円の増でございます。２節児童福祉費負担金９万8,000円の増、説明欄記載のとお

りでございます。

２項道補助金、１目総務費道補助金、２節総務管理費交付金2,000円の増、２目民生費

道補助金、１節社会福祉費補助金150万9,000円の減、主に重度心身障害者医療費補助金

の減でございます。２節児童福祉費補助金21万2,000円の減、主にひとり親家庭等医療費

。 、 、補助金の減でございます ３目衛生費道補助金 １節保健衛生費補助金44万2,000円の減

主に乳幼児医療費補助金の減でございます。４目農林水産業費道補助金、１節農業費補

、 。助金130万1,000円の減 主に町営牧場育成牛飼育施設整備事業補助金の減でございます

３節林業費補助金267万8,000円の減、主に林道事業補助金の減でございます。４節林業

費交付金30万1,000円の減。

３項委託金、１目総務費委託金、２節徴税費委託金16万5,000円の増、３節戸籍住民登

録費委託金3,000円の増、４節選挙費委託金27万9,000円の減、20ページ、５節統計調査

費委託金２万円の減、４目農林水産業費委託金、１節農業費委託金８万4,000円の減、３

節水産業費委託金２万4,000円の増、６目土木費委託金、３節住宅費委託金２万4,000円

の増、それぞれ説明欄記載のとおり、計数整理でございます。

17款財産収入 １項財産運用収入 １目財産貸付収入 １節土地建物貸付収入64万2,000、 、 、

円の増、２目１節利子及び配当金43万8,000円の増、２項財産売払収入、１目不動産売払

収入、２節その他不動産売払収入369万9,000円の増、主に立木売払代330万7,000円の増

でございます。２目１節生産物売払収入243万5,000円の増で、説明欄記載のとおり、計

数整理でございます。４目１節農業施設売払収入669万円の増、畜産基盤再編総合整備農

業施設売払代の増でございます。

19款繰入金、１項基金繰入金、４目１節まちおこし基金繰入金10万8,000円の減。

21款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、１目１節延滞金118万9,000円の増、２項

預金利子、１目町預金利子、１節預金利子８万4,000円の増、４項受託事業収入、３目農

林水産業受託事業収入、１節農業費受託事業収入78万4,000円の増、４目土木費受託事業

、 、 。収入 １節住宅費受託事業収入8,000円の減 それぞれ説明欄記載のとおりでございます

６項３目雑入、１節簡易郵便局取扱手数料13万2,000円の増、３節雑入896万3,000円の

増 22ページになります 主に 高額療養費公費負担金286万9,000円の増 雑品売払代418、 。 、 、
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万円増のほか、説明記載のとおりでございます。

22款１項町債、３目衛生債、１節保健衛生債140万円の減、２節環境政策債540万円の

減、４目農林水産業債、１節農業債190万円の減、２節林業債510万円の減、24ページ、

３節水産業債10万円の減、６目土木債、２節道路橋梁債70万円の減、７目１節消防債60

万円の増、８目教育債、５節保健体育債360万円の減、９目災害復旧債、２節土木施設災

害復旧債10万円の増、３節文教施設災害復旧債110万円の減、それぞれ増減は説明欄記載

のとおりであります。

以上で歳入の説明を終わります。

26ページ、歳出であります。

１款１項１目議会費32万1,000円の減、内容は説明欄記載のとおり、計数整理でござい

ます。

２款総務費、１項総務管理費、28ページ、１目一般管理費81万7,000円の減、３目職員

厚生費５万5,000円の減、30ページ、４目情報化推進費11万円の減、５目交通安全防犯費

２万円の増、32ページ、６目行政管理費10万3,000円の減、７目文書広報費１万円の減、

内容はそれぞれ説明欄記載のとおり、計数整理でございます。

８目財政管理費２億7,299万円の増、34ページ、説明欄記載のとおり、財政調整基金１

億円の増、減債基金１億2,300万円の増、地域づくり推進基金5,040万円の増で、平成18

年度当初取り崩しを行った各基金への積み戻しを行うものでございます。

９目会計管理費8,000円の減、10目企画費12万1,000円の減、36ページ、11目財産管理

費２万円の増 12目車両管理費９万4,000円の減 ２項徴税費 １目賦課納税費56万6,000、 、 、

円の減、38ページ、３項１目戸籍住民登録2,000円の減、40ページ、４項選挙費、１目選

挙管理委員会費７万2,000円の減、２目道知事・道議会議員選挙費27万9,000円の減、42

ページ ５項統計調査費 １目統計調査総務費３万2,000円の減 ６項１目監査委員費9,000、 、 、

円の減、内容はそれぞれ説明欄記載のとおり、計数整理でございます。

44ページ、３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費8,102万5,000円の増、

それぞれ説明欄記載のとおりでありますが、主に47ページ、国民健康保険特別会計繰出

金8,000万円の増でございます。

２目心身障害者福祉費699万7,000円の減、47ページから51ページにわたりますが、49

ページ、障害者訓練等給付費535万8,000円の増、障害者・障害児介護給付費の減が主な

内容で、それぞれ説明欄記載のとおりでございます。

50ページ、３目心身障害者特別対策費241万3,000円の減、53ページ、主に重度心身障

害者医療費の減でございます。

４目老人福祉費1,376万円の増、53ページから57ページにわたりますが、55ページ、老

人保護措置費720万1,000円の減、老人福祉基金積立金500万円の増、それから57ページ、

老人保健特別会計繰出金2,151万円の増、介護保険特別会計繰出金205万6,000円の減、介

護サービス事業特別会計繰出金375万3,000円の減が主な内容で、説明欄記載のとおりで

ございます。

７目社会福祉施設費2,000円の減、説明欄記載のとおりであります。

58ページ、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費14万4,000円の減、60ページ、２目児

童措置費25万5,000円の増 ３目ひとり親福祉費43万8,000円の減 ４目児童福祉施設費129、 、
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万2,000円の減、64ページ、５目児童館運営費1,000円の減、内容はそれぞれ説明欄記載

のとおりでございまして、計数整理でございます。

４款衛生費、１項保健衛生費、１目衛生予防費10万6,000円の減、２目健康づくり費57

万4,000円の増、66ページ、３目墓地火葬場費13万5,000円の増、68ページ、４目水道費12

万5,000円の減、内容はそれぞれ説明欄記載のとおり、計数整理でございます。

５目病院費7,181万4,000円の増、病院企業会計負担金の増でございます。

６目乳幼児医療費176万2,000円の減、主に乳幼児医療費の減でございます。

２項環境政策費、１目環境対策費503万3,000円の増、70ページになりますが、主に環

境保全基金積立金520万円の増でございます。

２目水鳥観察館運営費４万5,000円の減、３目廃棄物対策費15万3,000円の増、72ペー

ジ、４目ごみ処理費199万4,000円の減、内容はそれぞれ説明欄記載のとおり、計数整理

でございます。

74ページ、５目し尿処理費140万1,000円の増、主に修繕量の増、し尿収集超過分の増

でございます。

５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費3,000円の増、76ページ、２目農業

振興費6,000円の増、３目畜産業費19万2,000円の減、内容はそれぞれ説明欄記載のとお

り、計数整理であります。

78ページ、４目農道費272万2,000円の減、説明欄記載のとおり、道営事業負担金決定

による計数整理であります。

５目農地費3,858万2,000円の減、説明欄記載のとおりでございます。

81ページ、主に道営大別地区草地改良整備事業4,270万8,000円の減でございます。

６目牧野管理費159万4,000円の増、82ページ、７目農業施設費22万円の増、８目農業

水道費119万1,000円の増、84ページ、９目堆肥センター費52万3,000円の減、内容はそれ

ぞれ説明欄記載のとおり、主に計数整理でございます。

２項林業費、２目林業振興費785万3,000円の減、86ページ、主に森林管理道片無去第

２線開設事業572万9,000円の減でございます。

３目造林事業費411万円の減、主に造林事業完了に伴う減でございます。

88ページ、４目林業施設費12万9,000円の減、５目特用林産振興費422万1,000円の増、

主に菌床製造材料購入417万3,000円の増でございます。

３項水産業費、90ページになります。１目水産業総務費54万5,000円の減、２目水産振

興費85万5,000円の減、92ページ、３目漁港管理費14万3,000円の減、４目漁港建設費96

万7,000円の減、94ページ、５目養殖事業費26万7,000円の増、96ページ、６目水産施設

費8,000円の減、内容はそれぞれ説明欄記載のとおり、主に計数整理でございます。

６款１項商工費、１目商工総務費１万4,000円の減、98ページ、２目商工振興費、50万

6,000円の減、３目食文化振興費24万1,000円の増、100ページ、４目観光振興費４万8,000

円の減、５目観光施設費44万1,000円の減、内容は主に説明欄記載のとおり、計数整理で

ございます。

102ページ、７款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費6,000円の減、２目土木車

両管理費21万3,000円の減、104ページ、３目土木用地費3,000円の減、４目地籍調査費６

万8,000円の減、２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費46万円の減、内容はそれぞれ説明
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欄記載のとおり、主に計数整理でございます。

106ページ、２目道路新設改良費155万2,000円の減、住の江町通り整備事業、白浜町山

の手通り整備事業の組み替えのほか、説明欄記載のとおり、各道路事業完了に伴う減で

ございます。

108ページ、３項河川費、１目河川総務費648万9,000円の減、事業完了による減でござ

います。

110ページ、４項都市計画費、１目都市計画総務費8,000円の減、112ページ、３目下水

道費1,722万円の減、下水道事業特別会計繰出金の減でございます。

５項公園費、１目公園管理費14万6,000円の減、２目公園事業費40万9,000円の減、そ

れぞれ説明欄記載のとおり、主に計数整理でございます。

６項住宅費、１目建築総務費、財源内訳補正でございます。

２目住宅管理費18万6,000円の増、説明欄記載のとおり、主に計数整理でございます。

114ページ、８款１項消防費、１目常備消防費28万円の減、116ページ、２目災害対策

費36万3,000円の増、主に防災無線個別受信機の購入89万8,000円の増でございます。

９款教育費、１項教育総務費、２目事務局費５万3,000円の減、118ページ、３目教育

振興費30万1,000円の減、120ページ、４目教員住宅費７万3,000円の増、６目スクールバ

ス管理費57万1,000円の減、２項小学校費、１目学校運営費60万4,000円の減、122ページ

から124ページにわたりますが、内容はそれぞれ説明欄記載のとおり、主に計数整理でご

ざいます。

２目学校管理費102万2,000円の増、126ページ、主に化学物質濃度測定委託料49万9,000

円の増 学校情報通信教員機械器具購入47万3,000円の増でございます ３目教育振興費36、 。

万1,000円の減。

128ページ、３項中学校費、１目学校運営費47万9,000円の減、130ページ、２目学校管

理費15万1,000円の減 ３目教育振興費48万1,000円の減 132ページ ４項１目幼稚園費64、 、 、

万6,000円の減、５項社会教育費、１目社会教育総務費25万3,000円の減、134ページ、２

目生涯学習推進費13万9,000円の減、136ページ、３目公民館運営費３万5,000円の減、内

容はそれぞれ説明欄記載のとおり、主に計数整理でございます。

４目文化財保護費223万5,000円の減、138ページ、主に国指定重要文化財正行寺整備事

業補助金の減でございます。

５目博物館運営費18万4,000円の減、140ページ、情報館運営費12万5,000円の減、144ペ

ージ ６項保健体育費 １目保健体育総務費60万6,000円の減 ２目社会体育費27万3,000、 、 、

円の減、148ページ、３目温水プール運営費22万3,000円の減、４目学校給食費114万円の

減、内容はそれぞれ説明欄記載のとおり、主に計数整理でございます。

150ページ、10款災害復旧費、２項土木施設災害復旧費、１目道路橋梁災害復旧費、財

源内訳補正であります。

３項文教施設災害復旧費、１目公立文教施設災害復旧費51万5,000円の減、事業完了に

伴う減でございます。

11款１項公債費、１目元金、財源内訳補正でございます。

152ページ、２目利子387万2,000円の減、12款１項１目給与費62万1,000円の増、内容は

それぞれ説明欄記載のとおり、主に計数整理でございます。
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以上で歳出の説明を終了させていただきます。

１ページへお戻り願います。

第２条、債務負担行為の補正であります。

、 、「 」 。債務負担行為の追加 変更は 第２表 債務負担行為補正 によるものでございます

６ページをお開き願います。

第２表債務負担行為補正、追加であります。事項、道知事・道議会議員選挙経費に関

する債務負担、期間、平成19年度、限度額50万円、ごみ処理場中間処理施設調査設計委

託に関する債務負担、期間、平成19年度、限度額354万4,000円。

変更であります。農業経営基盤強化資金利子補給に関する債務負担、期間を平成19年

度から平成38年度までに、限度額を332万7,000円に変更、漁業近代化資金利子補給に関

する債務負担、限度額を479万2,000円に変更、小規模商工業者設備近代化資金利子補給

に関する債務負担、限度額を32万3,000円に変更するものであります。

次ページに調書がございますので、ご参照いただきたいと思います。

恐れ入ります、１ページへお戻り願います。

第３条、地方債の補正であります。

地方債の変更は 「第３表 地方債補正」によるものでございます。、

８ページをお開き願います。

第３表地方債補正、変更であります。限度額を一般公共事業4,740万円に、防災対策事

業980万円に、臨時地方道整備事業1,750万円に、辺地対策事業3,080万円に、過疎対策事

業１億1,760万円に、公有林整備事業2,410万円に、北海道市町村振興基金1,270万円に、

地域再生事業5,340万円に、災害復旧事業を640万円に変更するものであります。記載の

方法、利率、償還の方法については、変更ございません。

次ページをごらんください。

地方債に関する調書であります。

恐れ入ります、表の下段、合計欄でございますが、17年度末現在高116億8,041万9,000

円、今回1,830万円追加し、年度内発行額で15億2,220万円となり、18年度見込額は121億

2,993万8,000円となるものであります。

以上で、議案第10号の説明を終了させていただきます。

次に、議案第11号の説明に移らせていただきます。

議案第11号 平成18年度厚岸町国民健康保険特別会計補正予算（５回目 。）

平成18年度厚岸町国民健康保険特別会計補正予算（５回目）

平成18年度厚岸町国民健康保険特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条第１項、歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ2,400万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18億7,318万

7,000円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は 「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。、

次のページをお開き願います。

第１表でございます。歳入歳出予算補正でありますが、歳入では８款10項、歳出では

７款14項にわたって、それぞれ2,400万3,000円の減額でございます。
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事項別により説明させていただきます。

恐れ入ります、６ページをお開き願います。

歳入であります。

１款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税１億553万円の減、２目退

職被保険者等国民健康保険税556万2,000円の増で、国民健康保険税につきましては調定

額をもって予算化しており、これら収入が見込めない場合につきましては繰上充用をし

なければならない状況でございます。

２款分担金及び負担金、２項負担金、１目１節保健事業費負担金１万9,000円の増。

３款国庫支出金 １項国庫負担金 ２目療養給付費等負担金 １節現年度分1,445万3,000、 、 、

円の減、一般被保険者の医療費減によるものでございます。

３目１節高額医療費共同事業負担金139万7,000円の減。

２項国庫補助金、１目１節財政調整交付金3,196万8,000円の増、主に老人医療拠出分

の増であります。

４款１項１目療養給付費等交付金1,845万4,000円の減。

、 、 、５款道支出金 １項道負担金 １目１節高額医療費共同事業負担金139万7,000円の減

２項道補助金、２目１節財政調整交付金16万6,000円の減。

７款１項１目１節共同事業交付金3,675万円の減、２目１節保険財政共同安定化事業交

付金1,053万2,000円の減、３目１節高額医療費共同事業交付金4,527万1,000円の増であり

ます。７款共同事業交付金の補正内容につきましては 「１目共同事業交付金」の目名を、

「３目高額医療費共同事業交付金」に改め、当該予算額を振り替えるものであります。

差し引き852万1,000円の増となるところでございます。

８款繰入金、１項１目一般会計繰入金8,000万円の増であります。１款国保税で説明い

たしましたが、繰上充用の額の縮減のための繰り入れでございます。

10款諸収入、２項雑入、１目一般被保険者第三者納付金、１節賠償金206万2,000円の

増、３目一般被保険者返納金、１節返納金20万6,000円の減。

以上で歳入の説明を終わります。

８ページをお開き願います。

歳出でございます。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費38万9,000円の増であります。２項徴税

費、１目賦課徴収費7,000円の減、３項１目運営協議会費８万5,000円の減、５項１目特

別対策費７万9,000円の減であります。

２款保険給付費、10ページ、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費194万1,000

円の減 ２目退職被保険者等療養給付費1,379万8,000円の減 ３目一般被保険者療養費49、 、

万6,000円の増、４目退職被保険者等療養費76万4,000円の増、５目審査支払手数料７万

円の増、２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費428万4,000円の増、２目退職被

保険者高額療養費243万6,000円の減、12ページ、３項移送費、１目一般被保険者移送費

５万7,000円の増、２目退職被保険者等移送費、財源内訳補正、４項出産育児諸費、１目

出産育児一時金165万円の増、５項葬祭諸費、１目葬祭費10万円の増、それぞれ記載のと

おり、利用費及び支払い件数の増減によるものでございます。

３款１項老人保健拠出金、１目老人医療費拠出金30万1,000円の増、２目老人保健事務
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拠出金2,000円の増。

14ページ、４款１項１目介護納付金209万2,000円の減、５款１項共同事業拠出金、１

目高額医療費拠出金558万5,000円の減、２目保険財政共同安定化事業拠出金612万9,000

円の減、３目その他共同事業拠出金、財源内訳補正でございます。

６款１項保健事業費、１目保健衛生普及費21万5,000円の減。

16ページ、７款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目一般被保険者保険税還付金25

万1,000円の増、国民健康保険税還付金でございます。

以上をもちまして、議案第11号の説明を終わらせていただきます。

続きまして、議案第12号でございます。

議案第12号 平成18年度厚岸町簡易水道事業特別会計補正予算（２回目）でございま

す。

平成18年度厚岸町簡易水道事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条第１項、歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ41万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,714万4,000円

とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

次のページをお開き願います。

第１表でございます。歳入歳出予算補正でありますが、歳入歳出それぞれ２款２項に

わたり、それぞれ41万8,000円の減額でございます。

事項別により説明させていただきます。

４ページをお開き願います。

歳入でございます。

２款使用料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料、１節計量使用料28万8,000円の

減であります。３節過年度収入5,000円の減でございます。

５款繰入金、１項１目一般会計繰入金12万5,000円の減でございます。

以上で歳入の説明を終わります。

６ページをお開き願います。

歳出でございます。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費１万5,000円の減、２款水道費、１項１

目水道事業費40万3,000円の減、説明欄記載のとおり、計数整理でございます。

以上をもちまして、議案第12号の説明を終わらせていただきます。

続きまして、議案第13号であります。

議案第13号 平成18年度厚岸町老人保健特別会計補正予算（２回目）でございます。

平成18年度厚岸町老人保健特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条第１項、歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ2,543万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億8,655万5,000円

とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、
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次のページをお開きください。

第１表でございます。歳入歳出予算補正でありますが、歳入で５款５項、歳出では２

款２項にわたり、それぞれ2,543万円の増額となってございます。

事項別に説明させていただきます。

４ページをお開き願います。

歳入でございます。

、 、 、 、１款１項支払基金交付金 １目医療費交付金 １節現年度分673万6,000円の増 歳出

医療給付費、医療費支給費の増に伴う交付金の増でございます。２款国庫支出金、１項

国庫負担金、１目事務費負担金１万6,000円の減、２目医療費負担金113万4,000円の減、

３款道支出金、１項道負担金、２目医療費負担金182万円の減、４款繰入金、１項１目一

般会計繰入金2,151万円の増、歳出、医療給付費の増に伴う繰入金の増でございます。５

款諸収入、１項雑入、２目返納金15万4,000円の増。

以上で歳入の説明を終わります。

６ページをお開き願います。

歳出でございます。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費８万7,000円の減、２款１項医療諸費、

１目医療給付費2,278万4,000円の増、医療給付費の増でございます。２目医療支給費260

万7,000円の増、３目審査支払手数料12万6,000円の増。

以上をもちまして、議案第13号の説明を終わらせていただきます。

続きまして、議案第14号の説明に移らせていただきます。

（ ） 。議案第14号 平成18年度厚岸町下水道事業特別会計補正予算 ２回目 でございます

平成18年度厚岸町下水道事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条第１項、歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ124万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19億7,258万

2,000円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

次のページをお開き願います。

第１表でございます。歳入歳出予算補正でありますが、歳入では３款３項、歳出では

２款３項にわたり、それぞれ124万4,000円の減額でございます。

事項別により説明させていただきます。

６ページをお開き願います。

歳入であります。

２款使用料及び手数料、１項使用料、１目下水道使用料127万6,000円の増、５款繰入

金 １項１目一般会計繰入金1,722万円の減であります ７款１項町債 １目下水道債1,470、 。 、

万円の増であります。公共下水道事業債の増であります。

以上で歳入の説明を終わります。

８ページをお開き願います。

歳出でございます。

１款下水道費、１項下水道管理費、１目一般管理費14万7,000円の減、２目管渠管理費
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２万8,000円の増、３目処理場管理費92万1,000円の減、それぞれ説明欄記載のとおり、

計数整理でございます。

４目普及促進費26万2,000円の増 ２項下水道事業費 １目公共下水道事業費46万6,000、 、

円の減、次のページでございますが、説明欄記載のとおり、計数整理でございます。

12ページ、３款１項公債費、１目元金、２目利子、それぞれ財源内訳補正でございま

す。

以上で歳出の説明を終わります。

恐れ入ります、１ページへお戻り願います。

第２条、債務負担行為の補正であります。

債務負担行為の補正は 「第２表 債務負担行為補正」による。、

３ページをお開き願います。

第２表債務負担行為補正、変更であります。水洗化等改造工事資金利子補給に関する

債務負担、期間については変更ございません。限度額を10万2,000円に変更するものでご

ざいます。

公共下水道事業に関する債務負担、期間については変更ございません。限度額を１億

3,700万円に変更するものであります。

債務負担行為に関する調書補正、変更につきましては記載のとおりでありますので、

ご参照願いたいと思います。

以上で債務負担行為補正の説明を終わります。

再度１ページへお戻り願います。

第３条、地方債の補正であります。地方債の変更は 「第３表 地方債補正」による。、

４ページをお開き願います。

第３表地方債補正、変更でございます。公共下水道事業限度額を７億3,640万円に変更

。 、 、 、 。するものでございます 起債の方法 利率 償還の方法については 変更ございません

地方債に関する調書補正であります。一番下の合計欄をごらんいただきたいと思いま

す。17年度末現在高36億1,032万3,000円、今回1,490万円の増、年度内発行額８億3,900万

円となり、18年度末現在高見込額は42億5,731万3,000円となるものであります。

以上をもちまして、議案第14号の説明を終わらせていただきます。

続きまして、議案第15号でございます。

議案第15号 平成18年度厚岸町介護保険特別会計補正予算（３回目）でございます。

平成18年度厚岸町介護保険特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条第１項、歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ219万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７億8,789万7,000

円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

次のページをお開き願いたいと思います。

第１表でございます。歳入歳出予算補正でありますが、歳入では７款８項、歳出では

４款７項にわたり、それぞれ210万2,000円の増であります。

事項別に説明させていただきます。
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６ページをお開き願います。

歳入であります。

１款保険料 １項介護保険料 １目第１号被保険者介護保険料 １節現年度分395万3,000、 、 、

円の増、２節滞納繰越分13万4,000円の増。

２款分担金及び負担金、１項負担金、１目地域支援事業負担金22万円の減。

３款国庫支出金、２項国庫補助金、５目介護保険事業補助金123万6,000円の増、７目

地域支援事業交付金４万3,000円の増。

４款１項支払基金交付金、２目地域支援事業支援交付金65万3,000円の減。

５款道支出金、２項道補助金、２目介護給付費補助金６万3,000円の減、３目地域支援

事業交付金２万2,000円の増、３項委託金、１目総務費委託金、１節介護状態等審査判定

委託金8,000円の増。

７款繰入金、１項１目一般会計繰入金205万6,000円の減であります。

９款諸収入、２項３目雑入21万2,000円の減、それぞれ説明欄記載のとおり、計数整理

でございます。

以上で歳入の説明を終わります。

８ページをお開き願います。

歳出でございます。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費183万2,000円の増、主に介護保険事務

費電算処理委託料の増でございます。なお、当該経費は、繰越明許費設定により翌年度

に繰り越すものであります。後ほど説明をさせていただきます。

３項１目介護認定審査会費46万5,000円の減、説明欄記載のとおりでございます。２目

認定調査等費67万5,000円の減。

２款保険給付費 １項介護サービス等諸費 10ページ １目居宅介護サービス給付費337、 、 、

万5,000円の増、２目施設介護サービス給付費1,152万9,000円の減、３目居宅介護福祉用

具購入費111万8,000円の増、４目居宅介護住宅改修費346万円の増、５目居宅介護サービ

ス計画費423万9,000円の増、６目審査支払手数料3,000円の減、３項特定入所者介護サー

ビス等費、１目特定入所者介護サービス費74万5,000円の増、それぞれ居宅及び施設にか

かわる保険給付費の増減の調整等で説明欄記載のとおりでございます。

12ページ、４款地域支援事業費、１項介護予防事業費、１目介護予防特定高齢者施策

事業費201万3,000円の減、主に生活管理指導員派遣委託料の減でございます。２目介護

予防一般高齢者施策事業費２万4,000円の減、２項包括的支援事業・任意事業費、１目包

括的支援事業等事業費１万5,000円の増、それぞれ説明欄記載のとおりでございます。

14ページ、２目任意事業費61万3,000円の減、配食サービス事業、家族介護用品給付費

の減でございます。

５款１項１目介護給付費準備基金費422万円の増、第１号被保険者の介護保険料は、３

年間で給付総額の平均額をもって決定されることとなっております。この余剰分につき

ましては、余剰分の保険料をもってこの基金に積み立てることとなっております。現在

の保険料につきましては、平成18年度から平成20年度までの平均額となっているところ

でございます。

以上で歳出の説明を終わります。
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１ページへお戻り願います。

第２条、繰越明許費であります。地方自治法第213条第１項の規定により、翌年度に繰

、「 」 。り越して使用することができる経費は 第２表 繰越明許費 によるものでございます

４ページをお開きください。

第２表繰越明許費であります。下記の予算を平成18年度から平成19年度へ繰り越すも

のでございます。

１款総務費、１項総務管理費、事業名、介護保険事務電算処理、金額182万2,000円で

ございます。

以上をもちまして、議案第15号の説明を終わらせていただきます。

●議長（稲井議員） 課長、ちょっとお待ちください。

ここで、会議時間の延長を行います。

本日の会議時間は、本日の議事日程が終了するまで、あらかじめ会議時間の延長を行

います。

税財政課長、続けてください。

●税財政課長（佐藤課長） それでは、議案第16号 平成18年度厚岸町介護サービス事業

特別会計補正予算（３回目 。）

平成18年度厚岸町介護サービス事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条第１項、歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ299万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億8,595万

9,000円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

次のページをお開き願います。

第１表でございます。歳入歳出予算補正でありますが、歳入では３款５項、歳出では

１款２項にわたって、それぞれ299万8,000円の減額であります。

事項別により説明させていただきます。

４ページをお開き願います。

歳入であります。

１款サービス収入、１項介護給付費収入、１目居宅介護サービス費収入、１節通所介

護費収入847万5,000円の増、年間利用者見込み増によるものでございます。３節短期入

所生活介護費収入５万2,000円の増、５節介護認定基本調査収入５万9,000円の増。

２目１節施設介護サービス収入453万4,000円の減、施設サービス費補足給付見込み減

によるものでございます。

３項１目１節自己負担金収入218万3,000円の減で、利用者減等による計数整理であり

ます。

４項身体障害者居宅支援収入、１目１節デイサービス身体障害者居宅支援収入26万

4,000円の減。

８款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金375万3,000円の減であります。
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９款諸収入、１項１目雑入、１節実費収入３万2,000円の増、２節雑入88万2,000円の

減、主に配食サービス事業及び生活管理短期宿泊事業の減のほか、説明欄記載のとおり

でございます。

以上で歳入の説明を終わらせていただきます。

６ページをお開き願います。

歳出でございます。

１款サービス事業費、１項居宅サービス事業費、２目通所介護サービス事業費179万

7,000円の減、主に給食業務委託料の減でございます。

８ページ、３目訪問入浴介護サービス事業費１万1,000円の減、４目短期入所生活介護

サービス事業費9,000円の増、10ページ、７目包括的支援事業費153万3,000円の減、主に

臨時職員賃金の減でございます。

２項施設サービス事業費、１目施設介護サービス事業費33万4,000円の増、それぞれ説

明欄記載のとおり、計数整理でございます。

以上をもちまして、議案第10号から第16号の説明を終わらせていただきます。

大変雑駁な説明でありますが、ご審議の上、ご承認いただきますよう、よろしくお願

いいたします。

●議長（稲井議員） 水道課長。

●水道課長（高根課長） ただいま上程いただきました議案第17号平成18年度厚岸町水道

事業会計補正予算（２回目）の内容についてご説明いたします。

１ページをお開き願います。

第２条、業務の予定量の補正でございます。年間総配水量につきましては、1,461立方

メートルの増で、147万2,268立方メートルとするものでございます。

一日平均給水量につきましては、３立方メートルの増で、4,033立方メートルとするも

のでございます。

主な建設改良事業ですが メーター設備事業として10万1,000円を減額し 2,255万2,000、 、

円とするものでございます。

第３条、収益的収入及び支出の補正でございます。

収入では、１款水道事業収益、１項営業収益では92万9,000円を増額し、２億5,206万

4,000円とするものでございます。

２項営業外収益では3,000円増額し、76万7,000円とするものでございます。

支出では、１款水道事業費用、１項営業費用では238万2,000円を増額し、１億9,978万

円とするものでございます。

２項営業外費用では45万1,000円を減額し、4,519万8,000円とするものでございます。

予算第３条の収益的収入及び支出については、６ページの補正予算説明書により説明

いたします。

６ページをお開き願います。

収益的収入でございますが、１款１項１目給水収益では92万9,000円の増で、主に工業

用などの使用水量の増加に伴い、増額補正をするものでございます。
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２目受取利息及び配当金では3,000円の増で、定期預金利息の増額でございます。

次に、収益的支出でございますが、１款１項２目配水及び給水費では16万3,000円の増

で、主なものとして配水管の漏水修理のほか、凍上によりましてメーターボックスが上

がり、その引き下げの箇所の発生に伴う修理に要する費用としての計上で、16万3,000円

を増額するものでございます。

４目総係費では33万7,000円の減で、主なものとして、３節手当で勤勉手当及び超過勤

務手当の22万5,000円の減、７節旅費では当初実務研究発表会等の参加を予定しておりま

したが、他の業務と重なりまして参加できない、それに要する費用として７万2,000円の

減額でございます。11節印刷製本費１万8,000円の減、15節交際費３万2,000円の減、19

節修繕費４万1,000円の減、その他につきましては説明欄記載のとおりでございます。

７ページをお開き願います。

５目減価償却費では31万9,000円の減で、主なものとして、有形固定資産減価償却費の

うち、構築物の導水管及び送水管の償却年終了による減でございます。

６目資産減耗費では287万5,000円の増で、固定資産除却費のうち、第３次拡張分の湾

月町、港町などの配水管についての資産の減耗でございます。

２項１目支払利息及び企業債取扱諸費では49万7,000円の減ですが、企業債利息の利率

の確定に伴う利息の減でございます。

３目消費税及び地方消費税では４万6,000円の増ですが、給水収益の増に伴う納付税額

の増額補正でございます。

恐れ入りますが、１ページへお戻り願います。

第４条、資本的収入及び支出の補正でございます。

２ページをお開き願います。

収入では、１款資本的収入、５項工事負担金では１万2,000円を増額し、370万7,000円

とするものでございます。

支出では １款資本的支出 １項建設改良費では10万1,000円を減額し １億790万8,000、 、 、

円とするものでございます。

予算第４条の収入及び支出につきましては、７ページの補正予算説明書により説明い

たします。

７ページをお開き願います。

資本的収入でございます。

１款５項１目工事負担金では１万2,000円の増ですが、メーター器２個の新設によりま

す工事負担金の増額補正でございます。

次に、資本的支出でございます。

１款１項３目メーター設備費では10万1,000円の減ですが、新設メーター及びメーター

器撤去に係る費用の減額補正でございます。

恐れ入りますが、１ページへお戻り願います。

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7,140

万円は、過年度分損益勘定留保資金6,626万1,000円、当年度分消費税及び地方消費税資

本的収支調整額513万9,000円で補てんするものでございます。

２ページをお開き願います。
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第５条、議会の議決を経なければ流用できない経費の補正でございます。職員給与費

では25万4,000円を減額し 3,756万2,000円とするものでございます 交際費では３万2,000、 。

円を減額し、ゼロ円とするものでございます。

以上が平成18年度厚岸町水道事業会計補正予算（２回目）の内容ですが、３ページか

ら４ページは実施計画、５ページは資金計画、８ページから９ページは貸借対照表でご

ざいますが、記載のとおりでありますで、説明を省略させていただきます。

大変簡単な説明ですが、ご審議をいただき、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。

●議長（稲井議員） 病院事務長。

●病院事務長（斉藤事務長） ただいま上程をいただきました議案第18号 平成18年度厚

岸町病院事業会計補正予算の提案理由について説明を申し上げます。

１ページをごらん願います。

第１条、平成18年度厚岸町病院事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

第２条、業務の予定量であります。年間患者数でありますが、入院患者は2,550人の減

、 、 。で２万6,250人 外来患者は1,220人の減で５万8,880人 計８万5,130人の計上であります

なお、一日平均患者数につきましては記載のとおりでありますので、説明を省略させ

ていただきます。

次に 主な建設改良事業でありますが 医療器械整備事業として 事業費確定による14、 、 、

万1,000円の減額であります。

２ページをお開き願います。

第３条、収益的収入及び支出並びに第４条、資本的収入及び支出につきましては、12

ページから17ページの補正予算説明書により説明をいたします。

12ページ、お開き願います。

収益的収入でありますが、１款病院事業収益608万5,000円の減、１項医業収益7,820万

9,000円の減、１目入院収益では6,791万9,000円の減、２目外来収益では1,361万1,000円

の減、当初予算において総医業費用に合わせた患者収益の計上でありまして、ともに患

者数の減であります。

３目その他医業収益では332万1,000円の増、１節室料差額収益で15万6,000円の減、２

節公衆衛生活動収益で558万5,000円の増、これは主に総合健診への新規利用者の取り組

み、さらに各種予防接種、町民健診、乳幼児健診数の増によるものであります。３節そ

の他医業収益では210万8,000円の減であります。

２項医業外収益では7,212万4,000円の増であります。２目患者外給食収益で19万6,000

円の増、３目その他医業外収益で２万7,000円の減、４目他会計補助金で7,195万5,000円

の増、これは病院事業不採算経費の整理による一般会計繰り入れの増であります。内容

につきましては、それぞれ節説明欄記載のとおりであります。

13ページをごらん願います。

収益的支出であります。

１款病院事業費用では667万3,000円の減、１項医業費用では969万4,000円の減であり
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ます。１目給与費では1,891万9,000円の減、１節給料で1,247万7,000円、２節職員手当等

で381万3,000円、３節法定福利費で1,652万1,000円のいずれも減額補正であり、主に職員

の異動、退職等による４名の減によるものであります。

14ページをお開き願います。

４節賃金では1,387万1,000円の増、整形外科の専門外来の実施、患者数の増加に伴う

臨時出張医師の増であります。５節報酬では２万1,000円の増であります。

２目材料費では355万2,000円の減、内容の増減につきましては、予算執行確定に伴う

計数整理であります。

３目経費では1,106万4,000円の増であります。２節旅費交通費では412万9,000円の増、

主に賃金と同様の内容で、臨時出張医師の旅費の増であります。６節燃料費では110万

7,000円の増、主にＡ重油高騰によるものであります。

15ページをごらん願います。

12節修繕費では1,400万円の増、整形外科外来の再開、内科外来患者の増加によりまし

て、ＣＴの使用頻度が増になりまして、管球の取りかえを行う経費であります。14節使

用料では457万3,000円の減、主に人工呼吸器、レントゲン・デジタルシステム、人工腎

臓装置のリース契約による執行残によるものであります。15節委託料では607万6,000円

の減、主に臨床検査の見直し、さらには給食業務長期契約執行に伴う契約金額の減によ

るものであります。

16ページをお開き願います。

17節負担金では251万円の増、地域医療振興協会から週１回、消化器内科医師を派遣し

ていただいている負担金であります。

５目資産減耗費では196万1,000円の増、器械備品、車いす入浴装置及びデーライトシ

ステム、レントゲン現像装置の更新に伴う固定資産除却費であります。

６目研究研修費では24万8,000円の減であります。

２項医業外費用では302万1,000円の増、これは１目支払利息及び企業債取扱諸費とし

て155万4,000円の増、２目医療技術員確保対策費では12万7,000円の減、３目雑損費では

159万4,000円の増、それぞれ記載のとおりの計数整理であります。

17ページごらん願います。

次に、資本的収入及び支出であります。

１款資本的収入、１項補助金、１目他会計補助金14万1,000円の減であります。

１款資本的支出、１項建設改良費、１目固定資産購入費14万1,000円の減で、事業費確

定に伴う計数整理であります。

以上、収益的収入及び支出並びに資本的収入及び支出の説明を終了させていただきま

す。

議案書の３ページにお戻り願います。

第５条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費であります。職員給与

費で1,891万9,000円を減額し、６億7,283万6,000円とするものであります。

第６条、他会計からの補助金でありますが、一般会計からの病院経営における不採算

経費のルールづくりをさせていただき、7,181万4,000円を補正し、総額４億747万9,000円

とするものであります。
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４ページをお開き願います。

第７条、重要な資産の処分でありますが、種類は器械備品、名称、車いす入浴装置と

デーライトシステム、レントゲンの現像装置であります。数量は一式と１台で、処分の

態様は廃棄であります。

５ページ、６ページは補正予算実施計画、７ページは補正資金計画、８ページから11

ページまでは補正給与費明細書、18ページ、19ページは平成18年度予定貸借対照表であ

りますが、内容につきましては記載のとおりでありますので、説明は省略させていただ

きます。

なお、平成18年度の病院運営につきましては、特に職員の異動、退職等による人件費

の抑制、さらには病院事業費用の抜本的見直しを行い、入院・外来を初めといたします

医業収益の確保に努め、経営改革を強力に進めてまいりました。さらには、一般会計か

らの病院事業における不採算経費のルールづくりによる繰り入れにより、単年度収支が

平成12年度以来６年ぶりの黒字転換となる見込みとなっております。

以上、大変雑駁な説明でありますが、議案第18号 平成18年度厚岸町病院事業会計補

正予算の提案理由の説明を終わらせていただきます。

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（稲井議員） 本９件の審査方法についてお諮りいたします。

本９件の審査方法については、議長を除く17人の委員をもって構成する平成18年度各

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

が、これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（稲井議員） ご異議なしと認めます。

よって 本９件の審査方法については 議長を除く17人の委員をもって構成する平成18、 、

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

決定いたしました。

●議長（稲井議員） 以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。

よって、本日はこれにて本会議を散会いたします。

午後５時12分散会

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

平成１９年３月７日

厚岸町議会

議 長
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署名議員

署名議員


