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厚岸町議会 第１回定例会

平成20年３月５日

午前10時00分開会

●議長（南谷議員） ただいまより平成20年厚岸町議会第１回定例会を開会いたします。

●議長（南谷議員） 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（南谷議員） 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、８番、中屋議員、９番、菊

池議員を指名いたします。

●議長（南谷議員） 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。

10番、谷口委員長。

●谷口委員長 一昨日、３月３日、議会運営委員会を開催をいたしましたので、報告を申

し上げます。

協議内容につきましては、第１回定例会の議事運営についてであります。

(1)報告についてであります。

ア、議会側より(ｱ)諸般報告、(ｲ)例月出納検査報告が行われます。

(2)各委員会から予定される案件についてであります。

ア、総務常任委員会より報告が行われます。イ、閉会中の継続調査申し出が総務、産

業建設、厚生文教、議会運営委員会、各常任委員会から申し出があります。

(3)議会提出の案件についてであります。

ア、選挙第１号 厚岸町選挙管理委員会の委員の選挙、イ、選挙第２号 厚岸町選挙

管理委員会委員の補充員の選挙についてでありますが、いずれも指名推選により行うこ

とと議会運営委員会として決定をしております。ウ、意見書案第１号 「道路の中期計

画」推進に関する意見書、審査方法については本会議において審査が行われます。

(4)町長提案の議案等についてであります。

ア、平成20年度町政執行方針、イ、平成20年度教育行政執行方針、それぞれ行われま

す。ウ、議案第１号から第10号、平成20年度新年度予算10件であります。審査方法は、

平成20年度各会計予算審査特別委員会を設置し、付託し、審査をすることになります。

エ 議案第11号から第19号 平成19年度の補正予算９件であります 審査方法は 平成19、 、 。 、

年度各会計補正予算審査特別委員会を設置し、付託し、審査をすることといたします。

オ、議案第20号から第22号、人事案件３件でございます。本会議において審査をいたし

ます。カ、議案第23号から第26号、一般議案４件であります。審査方法は、本会議にお
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。 、 、 。 、いて審査をいたします キ 議案第27号から第44号 条例18件であります 審査方法は

本会議において審査をいたします。ただし、議案第34号、第35号、第36号については条

例審査特別委員会を設置し、付託の上、会期中の審査といたします。

(5)一般質問は６人であります。

(6)会期の決定についてでありますが、３月５日から３月18日、14日間とし、そのうち

休会日として３月８日、９日、15日、16日の４日間は休会日といたします。

なお、 後に特別委員会の委員長・副委員長の互選の議事運営方法について、年長委

、 。員並びに互選された委員長をもって行うことと今後いたしますので 報告をいたします

以上であります。

●議長（南谷議員） 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（南谷議員） 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18、 、

日までの14日間とし、８日、９日と15、16日は休会にいたしたいと思います。これにご

異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） 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18日までの14日間とし、８日、９日と15日、16

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（南谷議員） 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、ご承知願います。

次に、平成19年12月11日開会の第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。

なお、今般、釧路東部消防組合、釧路公立大学事務組合、釧路広域市町村圏事務組合

の各議会報告書が提出されております。

以上、諸般報告といたします。

●議長（南谷議員） 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（南谷議員） 日程第６、町政執行方針、日程第７、教育行政執行方針、以上２件
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を一括議題といたします。

初めに、町長に町政執行方針の説明を求めます。

町長。

●町長（若狹町長） おはようございます。

平成20年厚岸町議会第１回定例会の開催に当たり、町政執行に関する私の所信を申し

上げます。

私は 「厚岸の発展と町民一人ひとりの幸せ」を願い、厚岸を思う熱い心を持って町長、

に就任して以来、地方自治体を取り巻く厳しい環境が続く中、創意と工夫を凝らし、さ

、 、まざまな行政課題に果敢に取り組み 活力と魅力に満ちた町づくりを常に展望しながら

努力を続けております。

しかし、国政に目を向けると、福田内閣は「希望と安心 「自立と共生」を政策理念に」

掲げ、野党との対話路線を打ち出したものの、衆議院と参議院とで多数派が異なる「ね

じれ国会」のもと、平成20年度予算案や今月末で期限切れとなる揮発油税の暫定税率維

持を含む租税特別措置法の改正など、直面する重要な政策課題の審議が進まずに、政治

の停滞を招いており、先行き不透明な不安材料を抱えた自治体運営を余儀なくされてお

ります。

また、地域間の格差と言われる問題の解消に向けては、地方再生のための総合的な戦

略として取りまとめた「地方再生戦略」により、地方の衰退を食いとめるための道筋を

明確にして、その取り組みを長期にわたって継続するとしております。

さらに、この戦略と連携して地方分権改革を推進し、国と地方の役割分担や国の関与

のあり方の見直しを行い、地方がみずから考え、実行できる体制の整備に向け、地方公

共団体に対する一層の権限移譲を推進する一方、財政面からも地方が自立できるよう、

分権型社会にふさわしい地方税財政制度の整備を目指し、地方税財政改革に取り組むこ

ととしております。

このような中、我が国の経済情勢は、企業部門の底堅さが持続し、景気回復が続くと

見込まれているものの、北海道、特にこの道東地方では依然として景気の回復の兆しが

見えないため、こうした厳しい状況は当面続くものと考えております。私は、町長とし

て就任７年目を迎えましたが、変革の時代における町政を預かる者として、その役割と

責任の重さを改めて認識し、全力で町政を推進してまいります。

国の「平成20年度予算編成の基本方針」では、地方財政に関し、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、厳しく抑制を図ると

ともに、安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税などの一般財源の総額を確保す

るとしております。

しかし一方では、国や地方の財政状況を踏まえ、国庫補助負担金や地方交付税、税源

移譲を含めた税源配分の見直しの一体的な改革に向け、地方債を含め検討するとしてお

ります。また、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、より一層積極的に地方行革に取り組むよう求めております。

その一方で、北海道は支庁制度改革や行財政改革、道州制に向けた事務・権限の移譲

など、大きな課題が山積しております。特に、支庁制度改革は、住民のライフスタイル



- 8 -

の変化や交通・通信網の著しい発達など、支庁を取り巻く状況の大きな変化、地方分権

改革の進展や現在の支庁体制の課題を踏まえ、地域主権型社会の実現に資するため実施

しようとするもので、新しい支庁の所管区域を「連携地域」を基本に、９つの総合振興

局と５つの振興局に再編する提案がなされております。しかし、道民や道議会への説明

や協議が不十分であるとして調整がつかず、いまだ見通しが定まっておりません。

また、目前に迫った財政再生団体への転落を回避し、持続可能な行財政構造の確立を

図るため、平成18年２月に策定した「新たな行財政改革の取り組み」の見直しを行い、

投資的経費や赤字地方債などの起債を計画的に圧縮し、新規道債発行の抑制を図ること

を 優先の課題として取り組むこととしております。

このような情勢を踏まえると、厚岸町においても、これまでの行政サービスの質や量

を総体的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

担などについて見直していくほか、釧路支庁管内町村会が一次産業や観光の振興を広域

連携によって取り組もうと策定した「釧路管内地域づくりビジョン」の具現化に向けた

作業を進めながら、持続的発展が可能な町づくりに努めてまいります。

本年は、平成22年度からスタートさせる新たな「厚岸町総合計画」の策定作業が本格

的に稼働いたします。この取り組みに当たって、私たちが住む厚岸を改めて見つめ直す

絶好の機会であるととらえ、本年を「厚岸町再発見元年」と位置づけ、その上で将来に

、向かっての町づくりを町民の皆さんと一緒に描いていくことが大切であると考えており

有意義な議論をしながら取り組んでまいります。

続きまして、主要な施策の推進について、第４期厚岸町総合計画の５本の町づくりの

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。

古くから自然の恵みを受けながら、今日の繁栄を築き上げてきた厚岸町にとって、豊

かな自然環境は生活や産業振興の基盤として大切な財産であります。将来にわたって厚

岸町が振興発展するためには、私たちの営みが自然環境と調和することが重要でありま

す。

「 」 、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 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 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のもとに取り組んでおりますが、２

年目となる本年度は町民組織である「町民検討会議」と庁内組織である「環境政策調整

会議」でしっかりと１年目の検証を行い、実効性を高めてまいります。

、 。厚岸町は 地形的に山・川・海が相互に関係し合って自然環境が保全されております

、 、 、その中でも 大きな役割を担っている河川流域の保全については その重要性を啓発し

地域や団体などと協働して行っておりますが、その活動母体の一つである別寒辺牛川・

ホマカイ川流域環境保全協議会における河畔林造成は本年度で３年目を迎えます。河畔

林は、草地などから河川への汚染源を抑制し、下流域とつながる海へ適度な栄養分を供

給する機能を持っており、構成団体である釧路太田農業協同組合、厚岸漁業協同組合、

標茶町、標茶町農業協同組合と強く連携して、河畔林の適地調査をさらに進め、植樹に

は町民の皆さんにも参画を呼びかけ取り組んでまいります。

また、町の活動による環境への負荷を軽減するために、厚岸町環境マネジメントシス
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テムに取り組んでおりますが、町の施設だけでなく、町の将来を担う子供たちにも学校

での自主的な活動を促し、引き続き取り組んでまいります。

廃棄物対策については、昨年度整備したリサイクルセンターと一時保管施設を本格稼

働させ、プラスチックごみを初めとする区分ごとの的確な排出の徹底を 終処分場延命

化のため重点的に取り組むとともに、事業所系の生ごみの堆肥化処理の拡大も引き続き

図ってまいります。

また、資源ごみを売却した財源で山や河畔への植栽を行う「みどりの循環構想」は、

町民の皆さんが行うごみの分別が間接的な森づくりへの参加となり、環境に配慮した行

動につながることを広く啓発し、協働の町づくりの一環として一層取り組んでまいりま

す。

さらに、豊かな自然を守り、住みよい生活環境を創出していくためには、公衆衛生や

生活環境の向上とともに、厚岸湾・湖などの公共用水域の水質を保全することが重要で

あり、生活排水処理施設の整備は必要不可欠であります。このため、平成３年度から公

共下水道事業を積極的に取り進めてきておりますが、本年度は白浜、宮園、住の江のお

のおのの一部、面積にして約８ヘクタールの汚水管整備を実施いたします。

さらに、大雨などによる冠水対策として、有明町地区の雨水管整備に着手するほか、

平成21年以降に整備を予定している湾月町地区、奔渡町地区について調査設計を進めて

まいります。町民生活及び社会経済活動に欠かせない水道については、将来にわたって

安全で良質な水道水を安定的に供給していくため、老朽化した配水管や仕切り弁などの

更新のほか、配水管未設置箇所の解消など、計画的な施設整備を進めるとともに、収入

、 。 、の確保と経営の効率化による経費の削減に努め 健全経営に努力してまいります また

水道原水の安定的確保と良好な水質の保全対策として、引き続き水源涵養林の取得を進

めてまいります。

次に、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、新たに床潭末広間道路の整備に着手いたします。生活

道路では、有明町、光栄、門静、尾幌の各地区において、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取り進めてまいります。

都市計画では、湖南地区の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、

多目的広場の整備を実施してまいります。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、地域の皆さんとの話し合いを通

じながら公園整備計画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取り進めてま

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。

人口減少や少子・高齢社会が急速に進展する中、安心・安全に暮らせる住環境の整備

に向けて、厚岸町住宅マスタープランや厚岸町公営住宅ストック総合活用計画の見直し

を行い、民間業者との連携を図りながら住環境の向上に努めてまいります。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。
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また、町民が安心して暮らせるよう救急・救命体制の充実を図るため、厚岸消防署に

配備する高規格救急自動車の更新を行ってまいります。

災害に強い町づくりも本町の重要な課題であります。

500年間隔地震の切迫性が高まる中、大地震に対する備えをしていかなければなりませ

ん。本町では、平成19年度に策定した耐震改修促進計画をもとに、住宅の耐震改修を促

進するための相談窓口を設置して、無料での住宅簡易耐震診断を行うほか、住宅耐震改

修の補助制度などの情報提供を行い、建物耐震化の普及啓発に努めてまいります。

近年、地震が頻発して津波警報も出ておりますが、なれからの避難率の低下が課題に

。 、 「 」なっております 昨年 町内の関係機関・団体で設立した 厚岸町漁業地域防災協議会

による適切な避難方法などのルール化や津波対応の共通認識の構築をさらに進めるとと

もに、早期避難をはじめとする自主防災行動の重要性について町民の理解をさらに高め

るため、国や北海道及び大学などの協力を得ながら、地域自治会と連携した取り組みを

続けてまいります。

また、港町地区の大雨や高潮による道路の冠水対策については、応急対策として町道

の一部嵩上げを実施するとともに、引き続き国や北海道と連携を図り、恒久対策が講じ

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、引き続き奔渡町・有明町・愛冠地区などの整備を進めてま

いります。鉄道やバス輸送の公共交通は、生活交通としての維持・確保を図るため、利

用促進も含めた環境づくりを進めてまいります。また、町が運行する各種バスと路線バ

スの役割についても検討を進め、効果的な交通体系の実現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、一昨年の生乳の需給調整に伴う減産計画生産から、昨春には一転して増

産指示が出され、加えて乳製品の国際情勢も中国を初めとする東アジアの経済発展に伴

って国内供給が不足するなど、世界規模での大変革が起こっておりま。また、牛のえさ

となる輸入穀物が急騰を続け、石油系製品や燃料も高騰しており、これらが資材や輸送

コストにも影響して、ますます経営費を押し上げる状況となっております。

こうした事情に加え、国際的なＷＴＯ農業交渉や日豪ＥＰＡ交渉などの問題は農業や

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から、国

による一刻も早い政策的判断と配慮が不可欠と考えております。今後も、基幹産業の一

つである農業の存続を確保するため、行政はもとより農業関係団体と一体となって国に

対して働きかけてまいります。

また、このような状況にあるからこそ、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、農業の持つ多面的な機能の維持と生産活動を支援するため、

農業協同組合と連携しながら効果的な取り組みを図ってまいります。

生乳生産の基盤となる良質粗飼料を確保するため、草地整備事業では道営大別地区草

地整備改良事業と公社営による尾幌地区畜産担い手育成総合整備事業が継続実施される

とともに、農業協同組合で運営するコントラクター（農作業受委託）事業に用いる作業

機械の導入などを進め、低コストで効果の高い酪農支援システムの強化と充実を図るこ

とで、酪農家の経営合理化と省力化を促進してまいります。
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農道整備では、酪農関係車両の大型化などに対応するため、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」の道路改良に着手するほか、糸魚沢と若

松地区の２路線についても「道営別寒辺牛地区道路整備事業５として新規地区採択を受

け、事業に着手してまいります。

また、乳用牛の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。

さらに、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、酪農家の期待に応えて

まいります。

なお、別寒辺牛団地は道営事業による基盤整備と道路整備を進め、大別団地について

は預託希望の多い冬季舎飼の飼育施設を改修するとともに、牧草収穫作業機の更新を行

い、各団地の飼育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、適切な管理と育成を行う必要があります。町有林については、森林の持つ公

益的機能がより増進するよう、樹木の少ない林地への植栽、成長を促す間伐などの保育

事業、複層林化を図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った施

業を進めます。

私有林については、昨年度において５年間の制度延長となった森林整備地域活動支援

交付金事業を継続実施し、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を行

いながら、民有林振興対策事業や森林整備担い手対策推進事業も引き続き実施し、森林

、 。所有者の組織である厚岸町森林組合を支援するとともに その振興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、引き続き本

工事を実施いたします。

別寒辺牛川支流源流部での町民の森への植樹については、昨年度は46年ぶりに北海道

で開催された全国植樹祭と連動した取り組みとして、過去の参加を大きく上回る485人も

の参加がありました。本年度も活動母体であります町民の森造成実行委員会を支援し、

この活動を通じて多くの方に自然環境の保全や森づくりの大切さなどを体感していただ

き、森林を未来に継承するという意識の高揚を図るとともに、厚岸町の環境保全への取

り組みを町内外に周知してまいります。

山地の崩壊などから町民生活の安全と財産を守るための事業を北海道に強く要望して

きておりますが、本年度は奔渡地区・梅香地区、住の江地区の６カ所で土砂流出防止工

事を、末広地区・若松地区・尾幌地区の11カ所で保安林改良工事を北海道が実施し、奔

渡地区の１カ所で町による小規模治山事業を実施してまいります。

きのこ菌床センターは、平成８年の供用開始以来、上尾幌地区を中心に地域と産業を

守る役割を果たしてまいりましたが、今後とも生産者と連携しながら効率的な施設運営

と技術の向上に取り組んでまいります。また、 近の傾向として、これまでの中長期培

養菌床から短期培養菌床に移行する生産者がふえている状況にあり、引き続き製造コス

トの縮減と高品質な菌床の安定供給に努めてまいります。
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次に、水産業についてであります。

漁業情勢は、平成15年の景気低迷による魚価の落ち込みから回復の傾向が見られると

いわれているものの、現実には大手量販店など末端主導の価格形成により魚価の低迷が

依然として続いており、さらに過去に経験したことのない燃油高騰も重なり、漁業経営

は大変厳しい状況が続いております。

こうした中、沿岸の資源増大と漁場管理対策として、北海道による大黒島沖での漁礁

設置が引き続き行われるほか、厚岸漁業協同組合が事業主体で例年実施してきているヒ

トデ駆除事業や昆布漁場改良事業などに加え、本年度新たに前浜漁場を有効活用し、新

しい養殖漁業を確立しようとするウニ養殖試験事業を支援してまいります。

漁港の整備では、厚岸漁港において厚岸地域マリンビジョン計画に沿って、引き続き

若竹第一埠頭の静穏域確保のための護岸や岸壁の整備が実施されるほか、 終年となる

湖内航路の浚渫が行われるとともに、地域の長年の悲願でありました門静地区の漁港整

備がいよいよ現地着手されることになります。さらに、食の安全・安心に対する消費者

意識が高まる中、水産物供給の拠点である岸壁と荷捌き施設を一体とした衛生管理型漁

港施設構想についての検討が進められます。床潭漁港については、老朽化が著しい船揚

げ場の改良工事が行われますが、補修などが必要な漁港内の他施設についても、引き続

き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、海岸保全事業が計画的に推進されるよう、引

き続き北海道と国に強く要望してまいります。

カキ種苗センターについては、カキ種苗や餌料藻類の生産・販売事業並びに生産増養

、 、殖にかかわる調査研究事業を柱に 産業振興に寄与する施設としての役割を果たすため

健全な運営に努めてまいります。生産事業では、技術の向上を図り、良質なカキ種苗を

漁業者へ安定供給してまいります。また、調査研究事業では、これまでと同様、厚岸海

域における水質調査を継続していくとともに、平成19年度に導入した遺伝子解析機器を

使い、新たなデータ収集にも取り組みながら、厚岸独自のカキ養殖スタイルの確立に向

け、漁業者への情報提供に努めてまいります。

太宗漁業であります昆布については、昨年、全道的な減産により価格が値上がりしま

したが、釧路産昆布の消費は引き続き低迷しており、消費拡大の取り組みを支援してい

くとともに、今後とも輸入割当制度（ＩＱ）の堅持と原産地表示の義務化に向け、漁業

協同組合と連携し、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。

昨年から、食の安全が大きな社会問題となっております。安全で良質な水産物の供給

体制を整えるためには、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の開催や衛生管

理型漁港施設構想の検討などを通じて、品質管理や衛生管理に対する共通認識を深め、

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、これまでも基幹産業の盛衰に左右されてきましたが、今日では国や北海道の

出先機関の統廃合や少子化などによる人口の減少に加え、大型スーパーやコンビニ店の

進出、生協などの宅配システムやカタログ販売の台頭による消費購買力の流出、卸問屋

の倒産などによる商品仕入れや品揃えの悪さから消費者離れが進み、さらに公共事業の
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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ありません。地域の消費者ニーズにこたえた効果的な施策

を商工会とともに探求しながら、商業者みずからが身の丈に合った活動を展開し、愛町

購買の意識高揚の理解と協力を得る必要があります。

水産加工業は、減少する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、近年は食品衛生法やＪＡＳ法などによる食品の安心・安全対策などが課題にな

っています。また、建設土木業、鉄骨や砕石などの建築資材製造業は、公共事業の減少

による影響が も大きい業種であるため、厳しい経営環境にあります。特に、近年の建

設土木業では工事種類ごとの専門化により、雇用の面でも常用雇用を縮小するなどの厳

しい労働環境にあります。

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

を確保した中で発注してまいりたいと考えておりますし、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、国や北海道の支援制

度の紹介を初め、町の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の有

効活用など、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、これまでの季節労働者に対する国の制度が、直接給付や冬期援護か

ら通年雇用の底上げに重点を置く通年雇用促進支援事業へと変わったことから、釧路地

域通年雇用支援協議会と連携しながら事業内容のＰＲを図るとともに、各事業所に対し

ても理解と協力を求めてまいります。また、地元における新卒者や若年労働者の雇用状

況は、企業側が即戦力の人材を求めていることなどから、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町づく

りに欠かせない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、

今後とも雇用の場の創出に向け、関係機関と協議・要請してまいります。

失業者対策では、釧路公共職業安定所の求人情報の掲出を継続するほか、商工会との

連携を図りながら求職情報の早期把握や対策について支援してまいります。

消費者を襲う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商法

は依然として後を絶ちません。このため、北海道や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会議との連携による情報の共有、

、 。広報紙や防災行政無線などを有効に活用しながら 被害の未然防止に努めてまいります

また、お年寄りが訪問販売などの被害に遭うことが多いため、消費者協会や自治会活動

による地域ぐるみでの監視体制づくりを進めてまいります。

なお、被害に遭った場合の相談窓口として、役場はもとより専門スタッフが整ってい

る釧路市消費者センターや関係機関と連携を図って対応してまいります。

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

り地元町民にも支援されるイベントに育てるため、関係機関と連携を図って進めてまい

ります。また、これらのイベントの主要会場であり、町民の憩いの場となっている子野

日公園では、厚岸湖などを見渡せる周遊散策路の整備を進めてまいります。

厚岸道立自然公園の国定公園化については、厚岸湖を公園区域に含めることで「将来

の漁業活動に制約を受けるのでは」と懸念する漁業者の不安を払拭するため、これまで

関係機関と精力的に協議を進めてきましたが、残念ながらいまだ理解を得るに至ってお
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りません。今後も北海道などとの調整を図りながら、漁業関係者の不安が解消されるよ

う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 観光情報誌による 道の駅満足度ランキング

で道内101の施設中３位になるなど、多くの観光客が利用しておりますが、近年、観光客

のニーズや動向がさま変わりし、観光客の入り込みが減少傾向にある中、利用客は横ば

いの状況にあります。

しかし、消費金額の減少や冬季営業の収支バランスの悪さなどから、経費縮減に努め

てきているものの、経営収支では赤字が続いております。このため、お客様のニーズに

こたえたメニュー構成を初め、イベントや体験型観光との連携、施設のリニューアル、

接客サービスの向上、さらには催事物産販売の拡大などを図ってまいりましたが、今後

さらに老朽箇所の改善や他地域の道の駅との連携などによって機能を強化し、経営収支

の健全化に向け取り組んでまいります。

第３は、健やかな笑顔あふれるきずなの形成であります。

町民の健康保持増進については、本年度から新しい健診体系が導入されることから、

医療保険者が行う40歳以上74歳までの特定健診及び75歳以上の健診並びに介護保険者が

行う65歳以上の生活機能評価を保健部門が引き受けて、内臓脂肪症候群の該当者と予備

軍の人を対象に、生活習慣病の発症を未然に防ぐ取り組みを始めてまいります。より多

くの町民が健診を受けられるよう受診勧奨に努めるとともに、受診後の保健指導を積極

的に推進いたします。同時に、死亡原因の約３割は「がん」による状況が続いているこ

とから、特定健診とあわせてがん検診の受診を推奨し、早期発見に努め早期治療へと導

いてまいります。また、昨年の全国的な「麻疹」の流行を受けて、これまでの１歳児と

６歳児への定期予防接種を拡大し、今後５年間、13歳と18歳へも定期予防接種を実施し

、「 」「 」 、 。て 麻疹 風疹 の免疫保有者を大幅にふやし 罹患者の撲滅を目指してまいります

厚岸町は、高齢化率が上昇し続けており、特に単身の高齢者世帯と高齢者のみの夫婦

世帯の合計が28％を占め、介護の担い手が不足する状況が見られます。こうした中、療

養病床の再編にあわせ、特別養護老人ホーム心和園における２ユニット18床の増床と短

期入所施設10床の増床を行う増築事業を平成21年度に実施するため、本年度は基本設計

と実施設計に着手をいたします。また、高齢者の在宅生活支援策として町独自の環境づ

くりを進めるとともに、重度要介護認定者の入退院支援のため、介護タクシー利用料の

一部を助成してまいります。

障害者支援としては、障害者みずからが自由な選択と自己決定のもとで、地域生活の

推進が図られるよう、ライフステージの各段階における障害者本位のサービスの適切な

提供に努めるとともに、相談業務に関する対応の向上を図りながら、関係機関や団体と

の密接な連携強化に努め、幼少期での障害の早期発見・早期療育の確保に努めてまいり

ます。また、国の障害者自立支援法などに基づく制度や負担の軽減策などに適切に対応

しながら、法の見直し経過を踏まえつつ、平成19年３月策定の「厚岸町障害福祉計画」

の見直し作業に着手してまいります。

児童福祉政策では、昨年から実施の妊婦健診通院費支援や出産祝金支給など、少子化

対策の４事業を本年度も継続し、制度の周知と利用の促進に努め、出産・育児家庭の経

済負担の軽減を図ってまいります。また、保育所と児童館運営では、乳幼児や児童の健
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やかな成長を支え、安心して託せる体制を堅持しつつ、子育て中の母親へのゆとり支援

とてし、希望する時間に地域ぐるみで子供を預かるファミリーサポートセンター事業の

実施の枠組みづくりや親子の交流の場である子育て支援センターの機能拡充を検討して

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であります。

介護保険制度がスタートして９年目を迎えましたが、この町で暮らし続ける元気な高

齢者の介護予防事業や認知症高齢者の支援を初め、地域支援事業を軌道に乗せてまいり

ます。また、平成21年度から平成23年度までの「第４期厚岸町高齢者保健福祉計画・介

護保険事業計画」の策定に取り組んでまいります。

介護サービス事業では、利用者に喜ばれる特別養護老人ホーム及びデイサービス事業

を引き続き推進するとともに、日々の安心感と明日への希望を抱くことのできる介護予

防サービス計画（ケアプラン）の作成に努めてまいります。

国民健康保険会計は、医療保険制度の見直しなどで引き続き厳しい運営が予想される

ことから、保険税の収納率の向上など、給付財源の確保に努めるほか、関係機関と連携

して制度の安定化に向けた国などの抜本的支援策を要請してまいります。また、新しく

スタートする特定健診などの保健事業の充実や後期高齢者医療制度について、被保険者

からの声を反映した効果的事業の推進に努めてまいります。

次に、病院事業会計についてであります。

町立病院は、町民が安心して充実した生活ができるよう、命と健康を支える信頼され

る医療を提供するとともに、地域医療を志す医師をはじめとする医療を学ぼうとする人

々が集う活力に満ちた病院づくり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、循環器内科などの専門外来を実施し、24時間救急体制を堅持しながら、医

師と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

営については、厳しさを増す医療環境の中で診療報酬が改定されますが、さらなる医業

収益の確保と経営改善の取り組みを行い、継続して単年度収支の黒字化と不良債務の解

消に努めてまいります。

また、療養病床の再編では、４月から介護療養病床を医療療養病床へと転換を図りま

すが、特別養護老人ホーム心和園の増床計画に合わせた見直しを進めてまいります。

なお、自治体病院等広域化・連携構想や公立病院改革ガイドラインが示され、病院事

業を行う団体の数値目標を定めた改革プランの策定が義務づけられましたが、現在の医

師体制を確保し、さらに経営改革を進めながら、地域医療の火を灯し続ける拠点病院と

して存続してまいります。

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。

町民一人ひとり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

しを営める町づくりは、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 平成15、 、 、

年度から取り組んできた真龍小学校の改築事業が本年度のグラウンド整備をもって完了

いたします。充実した環境の中で、次代を担う子供たちが生き生きと成長する姿を今か

ら期待しているところであります。
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また、小麦粉などの原材料費の高騰を受け、厳しい運営が見込まれる給食会計に対す

る補助をし、保護者負担の軽減を行ってまいります。

本の森厚岸情報館は、開館以来、町内外の多くの皆さんに利用していただいておりま

、 、すが 急速に進展する情報技術を背景に支障を来している図書館システムの更新を行い

快適で安全な施設の利用環境の充実を図ってまいります。

また、利用者からの要望が多かった宮園運動公園パークゴルフ場のセンターハウス整

備を進めてまいります。

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、厚岸町の町づくりの基本は、町民の皆さんと行政がともに将来

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

ました。先に申し上げましたとおり、本年から厚岸町の新しい総合計画づくりを本格化

させます。町民の皆さんといま一度、ふるさとを見つめ直し、誇りと愛着が持てる厚岸

町の将来像を一緒につくり上げていくため 「厚岸町再発見元年」として２年に１度開催、

しております「まちづくり地域懇談会」の場などを活用して、多くの皆さんとの対話を

重ねながら、町づくりに対するさまざまな意見や提案の把握に努めてまいります。

スリム化する行政組織や多様化する行政課題に的確に対応するためには、職員個々の

総合的な行政能力の向上や国際的視野、見識を持った人材の育成が重要であるため、各

種研修への参加機会の充実に努め、職員の一層の意識改革を図るとともに、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、スタッフ制の効果的運用に

努めるとともに、経常経費のさらなる抑制に向けた対策を講じてまいります。

次に、財政運営についてでありますが、一般会計の歳入のうち町税においては、長引

く景気低迷などにより給与の伸び率低下など、個人所得割の減少はあるものの、かろう

じて10億円台を確保できる見込みであり、前年度当初と比較して約1,200万円の減として

見込まざるを得ない状況であります。

また、地方交付税においては、本年度の地方財政計画上では、昨年度に比較して1.3％

の増となっているところであり、また特別枠として「地域再生対策費」が創設され、総

務省の試算では約１億800万円の交付が見込まれているところでありますが、本町独自の

減額要素を加味した推計では、前年度当初比較で約7,800万円の増にとどまっているとこ

ろであります。加えて、平成19年度から「新型交付税」が導入され、本年度においても

当該制度設計に基づく算定がされるところであり、その詳細は現段階において不透明な

部分が多く、大幅な増額は見込めない状況であります。

このような状況の中、平成20年度予算案については、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、公債費の減額などがあるものの、他の経常経費にあっ

ては基本的にゼロシーリングで、当該経費の大幅な削減とはなっていないところであり

ます。

いずれにしましても、一般会計では歳入歳出の収支均衡を図ることができず、 終的

には約６億2,700万円の収支不足となり、この補てん財源として各種基金を取り崩し、か

ろうじて収支の均衡を図ったところであります。この長期にわたる累次の地方財政危機

は、地域住民に直接的に、かつ も身近なサービスを提供している地方自治体財政を直
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撃し、加えて平成20年度決算から「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が適用

され、連結決算等の新基準により地方公共団体の健全化などが評価・判定・制限される

ことから、極めて厳しくまことに危機的な状況に追い詰められることが予測されます。

、 、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、健全財政運営を維持していくため、歳入面においては貴重な財源である町税など

税収確保のため、釧路支庁や釧路・根室広域地方税滞納整理機構とも連携し、自主財源

の確保に努めてまいります。歳出面においては、各種事務事業の執行に当たり 「常に町、

民の立場に立って、町民が何を求めているのか」ということを念頭に置き、行政サービ

スが町民の皆さんに「くまなく、細やか」に行き届くよう、職員の町民に対する「心配

」 「 」 、 、り と 大限の 力量発揮 ができるよう これまでの既成概念にとらわれることなく

新たな経営感覚を持った効果的な予算執行と経費縮減に努め、財政基盤の確立を 重点

に置きながら、総合計画に定めている目標達成に向けて、各種施策を取り進めてまいり

ます。

以上、平成20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。

去る２月10日、私は２年ぶりの開催となった「東京厚岸会」に出席いたしました。そ

こで参加した会員の皆さんに「あなたの出身地はどこですか」と人々に尋ねられたとき

に 「北海道厚岸町です」と誇りと自信を持って言える町づくりに一層努力することを誓、

ってまいりました。そして、厚岸町民一人ひとりが「厚岸に住んでいることを誇りに思

える」町づくりに向けて全力を尽くしていく決意を新たにいたしました。

今、我がふるさと厚岸町は、さまざまな困難に直面しております。しかし、未来は決

して暗いものではなく、悲観すべきものでもないと私は信じております 「 苦難を乗り。『

越える』それは一人の力のみでは不可能なことが多い。必ず周囲に人がいて、その人た

ちとの協力、協調によって可能となる。しかもそれは、お互いの信頼があって初めて実

現する 。厚岸町出身であり、旧三和銀行頭取であった故渡辺忠雄さんの言葉です。渡辺」

さんは銀行マンとしてだけではなく、当時の池田勇人総理大臣の経済金融政策ブレーン

として、国政にも大きな影響を与えた方でもあります。そして渡辺さんは 「地平線がか、

すんで見える北海道の雄渾壮大な景色は『苦しみの後には未来が開ける』と語りかけて

いるようだった。中学、高校時代、厚岸町に帰省するたびに、峠を登る汽車の喘ぎと、

その後に展開する景色をあきずに眺めた。そして、私の心に努力すれば必ず開けるとす

る『先憂後楽』の思想が植えつけられた 」とも述べております。。

私は、こうした先人の足跡に思いをはせ、町民の皆さんと心を一つにして、今まで述

べてきた諸施策の実現に向けて、どんな困難があろうとも全身全霊を傾け、厚岸の未来

へ向かう新しい道を切り開いていく決意であります。

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

ます。

●議長（南谷議員） 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。
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●教育長（富澤教育長） 皆さん、おはようございます。

私から、平成20年厚岸町議会第１回定例会の開会に当たり、教育委員会が所管する行

政の執行について、その方針を申し上げます。

今日、我が国では社会情勢、経済情勢が急速に変化する中、真に豊かで活力ある社会

の実現のために、行財政改革などの大規模な改革が進められています。教育におきまし

ては、教育基本法の改正に続いて学校教育法など、いわゆる教育関連三法が成立し、教

育委員会の役割と責任が今まで以上に明確に規定されました。加えて、事務の管理及び

執行についての点検・評価と結果の公表及び体制の充実が義務づけられるなど、教育行

政も新たな変革の時代を迎えました。このことから、本年度の教育行政執行方針の策定

に当たりましては、法令の趣旨及び昨年度の教育行政に対する検証を踏まえ、本町の実

情に応じた教育振興を図るべく、関係部局や関係機関との連携を深めながら、所管する

施策を推進してまいります。

以下、本年度の主要な施策について申し上げます。

第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・技能はもとより、学ぶ意欲、思考力、判断力、表現力を含め

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。

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、本町が継続して実施している「標準学力検査」及び「全国学力・学習状況調

査」など、客観的な評価に基づく改善プランを策定し、その実践と検証を通して確かな

学力の育成に努めてまいります。

さらに、昨年の「全国学力・学習状況調査」で明らかになった基本的生活習慣に関す

る課題につきましては、学校や家庭、あるいは地域社会とも連携し、その改善に努めて

まいります。

重点の２は 「心の教育の充実」であります。、

子供たちに、自他の生命や人権を尊重する心、思いやりの心、規範意識や公徳心など

の豊かな心を育むための施策について申し上げます。

子供の心は、自然との触れ合いや人とのかかわりを通して育まれることから、学校の

教育活動に自然体験やボランティア体験などの豊かな体験を位置づけ、道徳の時間との

関連を図った指導に努めてまいります。加えて、道徳の時間の質的改善を図るための研

修を位置づけるなど、意図的・計画的に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、学校と教育委員会の連

携のもと、迅速かつ組織的に対応できる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、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
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切な対応に努めてまいります そのために いじめ根絶に向けた一学校一運動 及び 学。 、「 」 「

級満足度調査」を継続して実施するとともに、町内の小中学生を対象にいじめ実態調査

を行い、その結果を指導の改善に生かしてまいります。また、引き続きスクールカウン

セラーや心の教室相談員を配置し、学校の教育相談機能の充実を支援してまいります。

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。家庭や地域の皆様に学校の教、

育活動を理解し、協力していただくため、参観日や学校行事を積極的に公開するととも

、 、「 」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、学校評価の公表や学校関係者評価の実施を促進し、学校・

家庭・地域が共通の課題意識を持って連携・協力できる体制を整えてまいります。

次に 「教職員の資質向上」について申し上げます。、

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、教職員個々の適性や課

題に応じて各種研修会や講座等への参加を促すとともに、研修機会の有効活用を促進し

てまいります。また、教職員一人一人がみずから目標を立て、実践・評価・改善を図る

システムを積極的に活用してまいります。さらに、昨年度の真龍小学校に加え、新たに

１校を研究校に指定し、指導室及び教育局指導主事による学校教育指導を通じて、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、歯の健康や喫煙、薬物乱用防止、食に関する指導を充実さ

せるとともに、全国的に展開されている「早寝・早起き・朝ごはん」運動を積極的に推

進してまいります。また、児童生徒の健康及び体力の維持向上のために「歩く」ことを

奨励し、学校と家庭が連携して取り組めるよう支援してまいります。

学校給食につきましては、児童生徒の心身の健全な発達に資するため、栄養バランス

のとれた献立を工夫する一方 「給食原材料」の安全を重視して厳格に食材を選択するな、

ど、栄養面と安全面に十分配慮した学校給食を提供してまいります。給食費につきまし

ては、小麦粉など原材料の高騰により値上げを検討しなければならない状況にあります

が、保護者負担を軽減するため、給食会計に対して補助を実施してまいります。

また、食に関する指導は児童生徒の健康と密接にかかわっていることから、給食だよ

りの発行や学校訪問を通して、望ましい食習慣の啓発に努めてまいります。加えて、児

童生徒が「ふるさとの味」を通して、地元厚岸の自然や産業について考えるとともに、

地産地消への関心を一層高められるよう、今年１月の「厚岸かきご飯」に続いて厚岸の

優れた地場産食材を取り入れた給食を提供してまいります。給食施設・設備の改善につ

きましては、老朽化が著しい給食施設整備の事業化に向けて引き続き検討してまいりま

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及び不

審者から身を守るための指導と対策につきましては、本年度も関係機関の協力のもと、

小学校の新入学児童に防犯ブザーを配付するとともに、教職員、保護者、地域関係者に

よる街頭指導や通学路の安全点検などを継続してまいります。また、北海道教育委員会

が推進しているスクールガードリーダー事業を継続して活用し、通学路の安全確保に努
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めてまいります。併せて、携帯電話やインターネットによる被害を防ぐため、警察及び

通信関連企業と連携した防犯教室を実施するとともに、保護者の意識啓発を図ってまい

ります。

重点の５は 「特別支援教育」の充実であります。、

初めに、体制の整備について申し上げます。各学校の特別支援教育は、校内委員会や

コーディネーターを中心にして推進されているところですが、この機能を一層充実させ

るためにコーディネーター研修会を開催し、町内及び各学校の特別支援教育を支援して

まいります。また、現在特別支援教育を支援する目的で小学校１校に配置している臨時

職員を２名増員し、小・中学校３校で児童生徒及び学校のニーズに応える体制を整えて

まいります。

次に、関係機関との連携について申し上げます。町内組織である厚岸町就学指導検査

委員会の機能を生かし、幼児教育、学校教育、福祉・医療機関の連携を深め、きめ細か

な教育支援を推進してまいります。また、本町と浜中町による合同就学指導体制の維持

及び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の活用など、町外の関係機

関とも積極的に連携を深めてまいります。

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」と連動して、学校における環境教育を一層充実

させるための施策について申し上げます。

児童生徒の環境に対する意識や態度を育むために、身近にある自然や施設・人材など

を活用した体験を重視した教育活動を推進してまいります。そのために、関係部局や関

係団体と連携しながら、それぞれの事業への参加を奨励したり、環境教育に資する情報

を発信したりするなど、学校の教育活動を積極的に支援してまいります。また現在、す

べての小・中学校が節電、節水、リサイクル、リユースなど、身の回りの環境に配慮し

た取り組みを行っており、引き続き「学校版厚岸町ＥＭＳ」の認定を受けて、学校から

家庭・地域に広がっていく「発信型の環境教育」に努めてまいります。

重点の７は 「学校の施設・設備の整備」であります。、

継続事業であります真龍小学校の改築につきましては、昨年度完成した屋内運動場に

続いて、本年度着工するグラウンド整備の終了をもって一連の事業が完了することにな

ります。本年度からは、生涯学習事業推進の拠点として、より一層地域に開かれた学校

の役割を担ってまいります。また、各学校及び教員住宅の管理につきましては、引き続

き的確な状況把握に努めるとともに、緊急度に応じた維持補修を適宜実施する一方、将

来を見据えた整備計画の策定及び整備事業実施に向けた研究を進めてまいります。さら

に、校舎の耐震性につきましては、町の耐震改修促進計画と連携しながら、耐震性の確

保に向けた事業を推進してまいります。本年度はその初年度として、厚岸小学校の鉄骨

校舎の耐震診断事業を実施します。

次に、小・中学校の適正配置につきましては、昨年報告させていただきました厚岸町

立学校適正配置計画に基づいて進めてまいります。これまで、当該地域での説明・懇談

を重ねてきたところですが、厚静小学校につきましては平成19年度末をもって真龍小学

校に統合いたします。また、上尾幌小中学校及び尾幌小中学校につきましては、平成20

年度末をもって真龍小学校、真龍中学校に統合することとし、具体的な内容について地



- 21 -

域や保護者と協議しながら進めてまいります。

以上、学校教育の充実について申し上げましたが、関連する施策といたしまして幼児

教育並びに高等学校教育との連携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

助及び幼稚園運営費に対する補助を引き続き実施してまいります。また、幼児教育から

学校教育への移行がスムーズに行われるよう、保護者も対象にした学校間交流や教育情

報の提供などを推進してまいります。

高等学校教育につきましては、北海道教育委員会が示した公立高等学校配置計画に基

づいて、統合に向けた準備を進めているところですが、そのための実務的な協力はもと

より、母体となる厚岸水産高校の施設整備の早期実現に向けた要請活動及び整備に係る

用地協力など、町と連携しながら地元としてできる限りの支援に努めてまいります。加

えて、平成21年度に開設される新しい高校が、生徒や保護者にとって魅力ある高校にな

るよう、関係機関との連携を図りながら具体的な支援策を講じるとともに、その魅力を

積極的にＰＲすることで地元高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。

著しい経済変動、情報化、少子高齢化等が進む中、人々は物質的な豊かさに加え、精

神的な面での豊かさを求め、生涯を通じて健康で生きがいのある人生を送ることを望ん

でいます。毎日を心豊かに生き生きと暮らすためには、一人一人がその興味や関心に基

づいて意欲的に活動することが欠かせませんし、またそうした活動の機会も必要になり

ます。本年度は、より多くの町民の皆様にとって魅力的かつ有益な活動を提供できるよ

う、次の施策を推進してまいります。

１点目として、施設・設備の活用について申し上げます。真龍小学校の校舎及び屋内

、 、運動場は 学校と地域のつながりを緊密にすることによる教育効果を期待するとともに

町民の皆様が活用しやすい生涯学習施設の提供を目指して改築したところであります。

そのため、屋内運動場に生涯学習課の事務室を併設し、学校との連携を図りながら、円

滑かつ適切な管理運営に努めてまいります。具体的には、特別教育などの施設を地域の

、 、皆様及び各種サークルに開放するとともに 特別教室等を活用した講座を開催するなど

町民の皆様の自主的な活動を支援してまいります。

２点目として、情報提供の推進について申し上げます。さまざまな社会教育活動を町

民の皆様に知っていただき、また参加していただくことは、心豊かな生活を過ごす第一

歩であります。町民の皆様がいつでも気軽に、さまざまな事業に参加できるよう、イン

ターネットによる情報発信を初め、生涯学習カレンダーでの情報提供など、多様なニー

ズに応えるための事業提供を推進してまいります。

３点目として、家庭教育への支援について申し上げます。基本的な生活習慣の育成や

家庭における会話は、未来を担う子供たちの健全な成長にとって欠かせないものであり

ます。しかしながら、核家族化や地域における人間関係の希薄化が進行する社会にあっ

て、基本的なしつけやコミュニケーションの取り方といった、いわば「子育ての知恵」

が受け継がれにくい状況が生まれています。そこで、新入学児童の保護者を対象にした

「子育て講話」や乳幼児の保護者及びＰＴＡ会員を対象にした「家庭教育講座」を開催

してまいります。また 「あいさつ」は良好な人間関係の基本であり、地域における「声、
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かけ」は防犯対策にもつながることから、引き続き「あいさつ・声かけ運動」の啓発と

普及に努めてまいります。

４点目として、少年の教育について申し上げます。村山市との友好都市子ども交流事

業は、それぞれの歴史や文化を学ぶことを通して、子供たちの感性豊かな人格形成を目

指して実施しておりますが、本年度は村山市の児童を当町に受け入れ、カヌーや乗馬体

験などのメニューを取り入れて実施いたします。また、児童生徒の豊かな情操を育むた

めの芸術鑑賞事業は、これまで小・中学校別にそれぞれ隔年で実施しておりましたが、

本年度は町内の小学校及び中学校がそれぞれで実施いたします。さらに、新たな試みと

して、子供たちが家庭の大切さを認識し、自主性や協調性を伸ばすことを目的として、

異なる学年の子供たちが１週間程度家庭を離れ 集団生活をともにしながら通学する 通、 「

学合宿事業」を実施いたします。

５点目として、成人教育について申し上げます。昨年度、真龍小学校に設置した陶芸

窯を使用し、陶芸教室を実施しましたが、本年度は基礎から学べるコースのほかに応用

コースを設けるなどして、引き続き開催するほか、生の英語に触れたいという数多い要

望にこたえるため、英語指導助手による英会話教室を継続してまいります。また、月１

、 、 、回の日程で実施している高齢者生きがい大学は 毎回60名前後の出席者があり ダンス

絵画、習字などのサークル活動や軽スポーツなどを楽しく学んでおり、本年度も内容の

充実を図って実施してまいります。

６点目として、芸術・文化の振興について申し上げます。町民の皆様に、芸術や文化

を鑑賞したり、発表したりする機会を提供するため、町民文化祭を開催するほか、真龍

小学校多目的ホールでのミニコンサートを開催いたします。また、さらなる文化振興を

図るため、町内外から講師を招いて講座を開催するとともに、文化団体と連携して各種

サークル活動を支援してまいります。

７点目として、本の森厚岸情報館の事業について申し上げます。昨年度、コンピュータ

実習室のパソコン機器を更新したところですが、それを受けまして本年度も引き続き、

パソコン技術の習得やパソコン操作の支援など、町民の皆様の多様なニーズに応じた講

。 、 、習会を開催してまいります また 子ども読書推進活動を積極的に推進していくために

町内の読み聞かせボランティア団体や学校との連携・協力をさらに深め、読み聞かせや

ブックトークなどの読書案内、学校図書館活性化会議の継続など、子供たちの読書環境

を整備し、充実したサービスに努めてまいります。加えて、保健介護課や社会福祉協議

会との連携も密にしながら、乳幼児から高齢者までを対象とした幅広い図書館サービス

をきめ細かく実施してまいります。事業内容としましは、町内小学校での読み聞かせ、

土曜おはなし会、お年寄りのための読み聞かせ、ブックスタート、初心者向けパソコン

講座などの各種ＩＴ講習などを引き続き実施してまいります。さらに、町民の皆様に一

層利用しやすい環境を提供するため、図書館システムの更新や施設整備の実施を予定し

ております。

８点目として、文化財保護について申し上げます。当町が保有する貴重な歴史的な遺

産を後世に守り伝えていくため、郷土館、海事記念館、太田屯田開拓記念館に所蔵して

いる郷土資料の整理及び台帳整備を継続し、来館者にとってわかりやすく、利用しやす

、 。 、い資料展示を一層工夫するとともに 新たな郷土資料の発掘に努めてまいります また
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文化財を身近に感じていただくための文化財事業として、天然記念物大黒島海鳥繁殖地

の観察を通して、自然保護の大切さを学ぶ「体験学習」及び歴史や自然を探訪する「ふ

るさと教室 、並びに郷土資料を活用しての講演会を開催してまいります。埋蔵文化財に」

つきましては、文化財パトロールを強化する一方、発掘調査で出土した遺物を公開し、

考古学に対する関心と理解を深めていただくとともに、保護意識の啓発に努めてまいり

ます。加えて、昨年立ち上げたホームページ及び海事記念館通信の内容の充実を図り、

町内外に向けた情報の発信に努めてまいります。

厚岸町の無形文化財に指定している「厚岸かぐら」につきましては、厚岸かぐら同好

会が中心となり、少年団とともに町内で行われている各種イベントに積極的に参加する

とともに、伝承校である真龍小学校に指導するなど、その活動は着実に受け継がれてい

るところであります。今後も、引き続き伝承と後継者育成に対して支援を行ってまいり

ます。

床潭沼のヒブナ生息調査につましては、これまで実施してきた地びき網による方法か

ら、昨年初めて「かご」による方法で３回実施しましたが、生息の確認ができなかった

ため、本年度は実施時期を検討し、漁具にも工夫を加え、実施してまいります。アッケ

シソウは、昨年、港町栽培地でその保護に努めたところ、ほとんどが見事に色づきまし

たが、一部枯れた部分があり、その要因が不明なことから、本年度は土壌検査によるデ

ータ収集を行い、今後の育成に生かしてまいります。

国指定重要文化財「正行寺本堂」の保存整備につきましては、所有者が国庫補助と一

部道及び町の補助を受けて平成18年度から実施しておりますが、本年度、ほぼ移築時の

姿に復元されて完了します。今後、整備された本堂につきましては、文化財として後世

に伝えるため、所有者と連携しながら継続して町民への公開を推進してまいります。

海事記念館のプラネタリウムにつきましては、有効活用を図るため、科学技術振興機

構等の科学関係機関が所有する画像やソフトウエアの提供を受け、 新の科学情報を学

習等の教材として提供していくとともに、既存のプラネタリウムに画像を取り入れるな

どの工夫を加え、一層充実した上映に努めてまいります。

第３は、スポーツの振興についてであります。

スポーツは、爽快感や達成感などの精神的充足に加え、楽しさと喜びをもたらすとと

もに、心身の健康保持に欠くことのできないものであります。このため、生涯にわたっ

て、それぞれの体力や年齢、目的に応じて、誰もが、いつでも、どこでもスポーツに親

しむことができる生涯スポーツ社会の実現を目指してまいります。

スポーツの普及・振興につきましては、宮園公園体育施設及び温水プールにおいて、

子供から高齢者までを対象とした各種スポーツ大会や学年別・泳法別水泳教室を開催い

たします。また、Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫においては、小・中学生が参加する海洋クラ

ブの活動としてカヌー及びヨットの指導を行うとともに、道立厚岸自然の家と連携した

事業を通して海洋スポーツの普及を図るなど、活力に満ちたスポーツ活動を推進してま

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、全道大会、全国大会な

どへの参加に対して、スポーツ振興助成条例に基づいて引き続き支援を行うとともに、

北海道スポーツ少年団が開催する指導者養成講習会への参加を奨励するなど、指導者の

育成や確保に努めてまいります。
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スポーツ施設の管理運営につきましては、年２回利用調整会議を開催して、効率的な

管理運営に努めてまいります。特に本年度は、宮園公園パークゴルフ場にセンターハウ

スを建設し、有料施設にふさわしい整備を進め、利用の促進と交流の拡大を図ってまい

ります。

以上、平成20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様の負託に応えるため、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・スポーツの振興と普及、充実に 善

の努力をしてまいります。町民の皆様並びに町議会議員の皆様のなお一層のご理解とご

協力を心からお願い申し上げます。

以上でございます。

●議長（南谷議員） 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（南谷議員） 日程第８、選挙第１号 厚岸町選挙管理委員会の委員の選挙を行い

ます。

お諮りいたします。

委員の選挙方法は、厚岸町議会会議運用内規40により指名推選により行うことを例と

するとなっておりますが、そのように取り進めることにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

したがって、選挙の方法は指名推選により進めます。

次に、指名の方法についてお諮りいたします。

厚岸町議会会議運用内規41にありますとおり、議長が指名することにしたいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

したがって、議長が指名することに決定しました。

休憩いたします。

午前11時45分休憩

午後１時00分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

選挙管理委員会の委員には、吉田茂さん、木村吉男さん、一戸智子さん、松浦暢道さ

ん、以上４名を指名いたします。

お諮りいたします。



- 25 -

ただいま議長において指名いたしました４名を選挙管理委員会の委員の当選人と定め

ることにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

したがって、ただいま指名いたしました吉田茂さん、木村吉男さん、一戸智子さん、

松浦暢道さん、以上４名を指名いたします。

以上４名が選挙管理委員会の委員に当選されました。

なお、当選承諾書等の手続は、即時いたしたいと思います。

●議長（南谷議員） 日程第９、選挙第２号 厚岸町選挙管理委員会委員の補充員の選挙

を行います。

お諮りいたします。

補充員の選挙の方法は、厚岸町議会会議運用内規40により指名推選により行うことを

例とするとなっておりますが、そのように取り進めることにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

したがって、選挙の方法は指名推選により進めます。

次に、指名の方法についてお諮りいたします。

厚岸町議会会議運用内規41にありますとおり、議長が指名することにしたいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

よって、議長が指名することに決定しました。

選挙管理委員会委員の補充員には、市川淳一さん、室美津夫さん、石川雅子さん、阿

野幸男さん、以上４名を指名いたします。

お諮りいたします。

ただいま議長において指名いたしました４名を選挙管理委員会委員の補充員の当選人

と定めることにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

、 、 、 、したがって ただいま指名いたしました市川淳一さん 室美津夫さん 石川雅子さん

阿野幸男さん、以上４名が選挙管理委員会委員の補充員に当選されました。
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次に、補充の順序についてお諮りいたします。

補充の順序は、ただいま議長が指名しました順序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（南谷議員） ご異議なしと認めます。

したがって、補充の順序は、ただいま議長が指名した順序に決定しました。

なお、当選承諾書等の手続は、即時いたしたいと思います。

●議長（南谷議員） ここで、議案第１号 平成20年度厚岸町一般会計予算、議案第11号

平成19年度厚岸町一般会計補正予算について、予算書の字句の訂正の申し出がありま

すので、これを許したいと思います。

税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） 貴重な時間をいただきまして、まことに申しわけございませ

ん。

平成20年度各会計予算書の456ページをお開き願います。

総務費の５項計画策定員会費とございますが、ここに委員の「委 、456ページ、一番」

下段の「５計画策定員会費」とあるのを５計画策定委員会費の「委」を入れていただき

たいと思います。委員会費です、策定委員会費。

同じく、その下の１目も計画策定委員会費、委員の「委」ですね。次のページの458ペ

ージの上の欄の１のところのこれにも「委」を入れていただきたいと思います。

。 、 。恐れ入ります 補正予算議案 一般会計予算の６ページをお開き願いたいと思います

議案第11号 平成19年度厚岸町一般会計補正予算（８回目）の６ページをお開き願い

たいと思います。

第２表 繰越明許費 でございます 款 項 事業名 金額とあるところの項欄 １「 」 。 、 、 、 、「

河川費」とあるのを「３河川費」に修正をお願いいたします。

まことに不手際で申しわけございません。よろしくお願いいたします。

●議長 南谷議員 日程第10 議案第１号 平成20年度厚岸町一般会計予算から議案第10（ ） 、

号 平成20年度厚岸町病院事業会計予算まで、以上10件を一括議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

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１号から議案第８号まで

その提案理由の説明をさせていただきます。

お手元に配付しております平成20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20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、まず厚い予算書の１ページをお開き願いたいと思います。



- 27 -

議案第１号 平成20年度厚岸町一般会計予算でございます。

平成20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73億657万1,000円と定める。

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

によるものでございます。

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22款40項にわたり、歳出では12款31項にわたり、それぞ

れ73億657万1,000円となってございます。

まず、歳入歳出予算の前年度当初予算等対比の計数的な説明をさせていただきます。

恐れ入りますが、別冊の平成20年度一般会計予算資料の１ページをご覧願いたいと思

います。

なお、前年度比較増減の主な内容につきましては、平成20年度厚岸町各会計予算書の

各会計事項別明細書において説明をさせていただきますので、この資料の中身では増減

の内容は省略させていただきます。ご了承のほどよろしくお願いいたします。

、 、 、 、１款町税 本年度予算額10億6,261万円 前年度比較1,225万円の減 増減率1.1％の減

構成比は14.6％でございます。

２款地方譲与税、本年度予算額１億2,700万6,000円、前年度比較131万3,000円の減、率

。 、 、にして１％の減でございます この地方譲与税につきましては 現行租税特別措置法等

今国会において提出されてございますが、現行法に基づく計上としているところでござ

います。

３款利子割交付金、本年度予算額482万3,000円、前年度比較39万5,000円の増、率にし

て8.9％の増、前年度交付見込みに対して地方財政計画を勘案しての計上でございます。

４款配当割交付金、本年度予算額247万2,000円、前年度比較72万5,000円の増、率にし

て41.5％の増でございます。前年度交付見込みに対して地財計画を勘案しての計上でご

ざいます。

、 、 、５款株式等譲与所得割交付金 本年度予算額は120万円 前年度比較18万8,000円の増

率にして18.6％の増でございます。

６款地方消費税交付金、本年度予算額１億2,119万6,000円、前年度比較955万円の減、

率にして7.3％の減。

、 、 、７款ゴルフ場利用税交付金 本年度予算額305万6,000円 前年度比較87万5,000円の増

率にして40.1％の増でございます。前年度交付見込みに対して、地財計画を勘案しての

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3,671万4,000円 235万3,000円の減 率にして6.0、 、 、

％の減でございます。地方譲与税と同様、現行法に基づき前年度交付見込み額に対して

地財計画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1,533万4,000円、前年度比較73

万9,000円の増、率にして5.1％の増でございます。

10款地方特例交付金、本年度予算額655万9,000円、前年度比較729万4,000円の減、率に

して52.7％の減でございます。地財計画を勘案しての計上でございます。
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11款地方交付税、本年度予算額31億4,949万4,000円、前年度比較7,812万円の増、率に

して2.5％の増で、構成比は43.1％を占め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128万8,000円、前年度比較180万5,000円の

減、率にして45.7％の減でございます。前年度交付見込み額に対しての計上でございま

す。

13款分担金及び負担金、本年度予算額8,330万7,000円、前年度比較162万4,000円の減、

率にして1.9％の減でございます。

14款使用料及び手数料、本年度予算額４億268万7,000円、前年度比較2,163万7,000円の

減、率にして5.1％の減でございます。

15款国庫支出金、本年度予算額５億7,824万2,000円、前年度比較２億1,956万2,000円の

減、率にして27.5％の減、構成比は7.9％でございます。

16款道支出金、本年度予算額３億7,723万7,000円、前年度比較1,478万5,000円の増、率

にして4.1％の増でございます。

17款財産収入、本年度予算額１億278万9,000円、前年度比較573万9,000円の減、率にし

て5.3％の減。主に、立木売り払い代430万3,000円の減でございます。

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６億2,720万円、前年度比較3,000万円の増、率にして5.0％

、 。 、 、の増で 構成比は8.6％でございます 内訳として 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7,280万円、環境保全基金繰入金440

万円となっているところでございます。

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5,784万7,000円、前年度比較１億843万9,000円の減、率にし

て65.2％の減でございます。

22款町債、本年度予算額５億4,050万円、前年度比較２億2,050万円の減、率にして29.0

％の減、構成比は7.4％でございます。

歳入総額、本年度予算額73億657万1,000円、前年度比較４億8,551万9,000円の減で6.2

％の減となってございます。

続いて、２ページ、歳出を説明いたします。

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6,239万5,000円、前年度比較257万7,000円の減、増減率4.0

％の減。

２款総務費 本年度予算額２億172万5,000円 前年度比較683万6,000円の減 増減率3.3、 、 、

％の減でございます。

３款民生費、本年度予算額９億3,977万3,000円、前年度比較1,481万円の増、1.6％の増

でございます。

４款衛生費、本年度予算額７億4,638万6,000円、前年度比較4,395万1,000円の減、増減

率5.6％の減でございます。

、 、 、５款農林水産業費 本年度予算額８億4,816万6,000円 前年度比較2,811万6,000円の減

増減率3.4％の増でございます。

６款商工費、本年度予算額5,755万2,000円、前年度比較523万8,000円の減、増減率8.3
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％の減でございます。

７款土木費、本年度予算額８億7,092万3,000円、前年度比較1,139万9,000円の増、1.3

％の増でございます。

８款消防費 本年度予算額３億4,447万円 前年度比較3,412万9,000円の増 増減率11.0、 、 、

％の増でございます。

９款教育費、本年度予算額４億1,909万円、前年度比較３億3,107万1,000円の減、44.1

％の減でございます。

11款公債費、本年度予算額12億6,057万5,000円、前年度比較5,833万4,000円の減、増減

率4.4％の減でございます。

12款給与費、本年度予算額15億4,851万6,000円、前年度比較１億2,596万6,000円の減、

増減率7.5％の減でございます。

13款予備費、本年度予算額700万円。

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ページをご覧願います。

歳出、性質別の内訳でございます。

１、人件費、本年度予算額16億3,146万4,000円、前年度比較１億3,472万7,000円の減、

増減率7.6％の減、構成比は22.3％でございます。

２ 物件費 本年度予算額12億878万8,000円 前年度比較225万9,000円の減 増減率0.2、 、 、 、

％の減、構成比は16.5％でございます。この詳細につきましては、本資料７ページ、８

ページに記載してございますので、参考に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5,620万3,000円 前年度比較772万1,000円の増 増減率15.9、 、 、 、

％の増。

４ 扶助費 本年度予算額３億780万6,000円 前年度比較１億1,873万6,000円の増 62.8、 、 、 、

％の増。この大幅な増につきましては、後ほど予算書のほうで説明いたしますが、障害

（ ） 。者 児 介護訓練等給付に係る給付費等を昨年度まで補助費等に分類してございました

金額１億1,328万4,000円を扶助費に振りかえたことによる大幅な増となっているところ

でございます。

５、補助費等、本年度予算額９億8,639万4,000円、前年度比較619万2,000円の減、増減

率0.6％の減、構成比は13.5％でございます。扶助費で説明いたしましたが、増減率につ

きましては大幅ではございませんが、扶助費、補助金等の行き違いと、それから補助費

が新たに増えた分の増減の差し引きによって増減率が大幅に増減になっていないところ

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、

その内容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。

６、普通建設事業費、本年度予算額12億4,206万1,000円、前年度比較３億6,541万3,000

円の減、増減率22.7％の減、構成比は17.0％でございます。

なお、本資料の12ページから29ページまで、これら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、参考としていただきたいと思います。

８、公債費、本年度予算額12億6,050万7,000円、前年度比較5,830万9,000円の減、増減

率4.4％の減、構成比は17.3％でございます。
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10、繰出金、本年度予算額５億9,970万8,000円、前年度比較4,559万3,000円の減、増減

率7.1％の減、構成比は8.2％でございます。繰出金の内容につきましては、国民健康保

険特別会計ほか６特別会計に対する繰出金でございます。

11、積立金、本年度予算額534万円、前年度比較78万3,000円の減で増減率12.8％の減

でございます。

12、出資金、本年度予算額130万円、皆増でございます。

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て一覧表にしたものでござ

います。ご参考にしていただきたいと思います。

以上をもちまして、平成20年度予算一般会計の概要説明を終わり、歳入歳出それぞれ

の項目別に説明をさせていただきたいと思います。厚岸町各会計予算書、厚い冊子へお

戻り願いたいと思います。

31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４億1,066万6,000円 前年度比較2,558、 、 、 、

万3,000円の減、主に個人所得割の減が主な要因でございます。

２目法人8,217万7,000円、722万4,000円の増、過去６年間の調定状況を勘案し、推計し

たところでございます。

２項１目固定資産税４億786万8,000円、969万1,000円の増。２目国有資産等所在市町

村交付金503万7,000円、皆増。国有資産等所在市町村交付金及び納付金、皆減。これは

廃目でございます。この内容につきましては、郵政公社が完全民営化になったことに伴

う納付金がなくなったことに伴いまして、国有資産等所在市町村交付金と目を改めるも

のでございます。

３項１目軽自動車税1,893万8,000円、75万6,000円の増。

４項１目たばこ税9,506万6,000円、324万1,000円の減。平成19年度実績及び見込みを勘

案しての計上でございます。

５項１目特別土地保有税1,000円。

次ページ、６款１目都市計画税4,290万7,000円、27万2,000円の減。

２款地方譲与税、１項１目地方道路譲与税3,167万9,000円、192万7,000円の減でござい

ます。

２項１目自動車重量譲与税9,532万7,000円、61万4,000円の増。いずれも、19年度見込

み及び地財計画を勘案しての計上でございます。自動車取得税交付金の方でも説明いた

しますが、現行法が今国会に提出されてございます。現行法上の率で計上してございま

す。

３款１項１目利子割交付金482万3,000円、39万5,000円の増。前年度交付見込み及び地

財計画を勘案しての計上でございます。

４款１項１目配当割交付金247万2,000円、72万5,000円の増。

５款１項１目株式等譲与所得割交付金120万円、18万8,000円の増。

６款１項１目地方消費税交付金１億2,119万6,000円、955万円の減。前年度交付見込み
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及び地財計画の率を勘案しての減でございます。

７款１項１目ゴルフ場利用税交付金305万6,000円、87万5,000円の増。前年度交付見込

み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3,671万4,000円、235万3,000円の減。先ほど、地方譲

与税で説明したとおり、現行法上での交付見込みを計上してございます。

９款１項１目国有提供施設等所在市町村交付金1,533万4,000円、73万9,000円の増。前

年度交付実績による計上でございます。

10款地方特例交付金、１項１目地方特例交付金483万3,000円、185万7,000円の増。２項

１目特別交付金172万6,000円、915万1,000円の減。いずれも、地財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31億4,949万4,000円。前年当初と比較して7,812万円の増でご

ざいます。普通交付税については、19年度の交付額を基礎として町長の町政執行方針に

ありましたとおり、地財計画等を勘案しての試算をし、計上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19年度当初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128万8,000円、108万5,000円の減。前年度交付見

込みによる計上でございます。

13款分担金及び負担金、２項負担金、１目民生費負担金5,265万3,000円、178万5,000円

の増。２目衛生費負担金103万8,000円、６万9,000円の増。３目農林水産業費負担金2,961

万6,000円、347万8,000円の減。主に、道営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322万1,000円 119万9,000円の減

主に、児童福祉使用料、床潭へき地保育所使用料の減が主なものでございます。

３目衛生使用料193万8,000円、15万9,000円の減。４目農林水産業使用料２億1,626万

2,000円、1,244万6,000円の減。主に、牧場使用料の減でございます。

５目商工使用料43万4,000円、４万9,000円の減。

次ページ、６目土木使用料8,578万7,000円、373万8,000円の減。主に、住宅使用料の減

でございます。

７目教育使用料396万8,000円、４万5,000円の減。

２項手数料、１目総務手数料636万8,000円、４万7,000円の増。３目衛生手数料3,669万

3,000円、177万8,000円の減。４目農林水産業手数料439万5,000円、57万5,000円の減。

次ページ、６目土木手数料105万7,000円、８万2,000円の減。７目教育手数料3,000円。

３項１目証紙収入4,256万1,000円、221万3,000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9,841万8,000円、231万9,000

円の増。主に、１節社会福祉負担金、障害者自立支援給付費負担金の増でございます。

２目衛生費国庫負担金51万4,000円、58万3,000円の減。３目教育費国庫負担金、これ

は皆減でございます。真龍小学校改築事業負担金の減でございます。

２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金1,422万8,000円、824万2,000円の減。主に、１

節社会福祉補助金、後期高齢者医療制度創設準備事業補助金の減でございます。

４目農林水産業費国庫補助金2,600万円、2,226万円の減、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。ちなみに、平成19年度は3,686万円、本年度は2,600万円で2,226万円の減とな
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っているところでございます。

６目土木費国庫補助金２億4,190万4,000円、2,154万円の減。主に、１節道路橋梁補助

金、臨時地方道整備交付金1,380万円の減でございます。５節住宅費補助金、住宅建築物

耐震改修事業補助金262万円の減。

７目消防費国庫補助金3,340万円、皆増でございます。

８目教育費国庫補助金1,670万9,000円、6,569万6,000円の減、２節小学校費補助金、こ

れは昨年度実施いたしました真龍小学校改築事業交付金7,752万4,000円の減が主なもの

でございます。

次のページ、９目産炭地振興事業国庫補助金、皆減でございます。産炭地域特定事業

国庫負担割合引き上げによる補助金の減でございます。

３項委託金、１目総務費委託金56万8,000円、1,000円の減でございます。

２目民生費委託金387万9,000円、20万5,000円の減。

４目土木費委託金１億4,262万2,000円、1,732万9,000円の減。別寒辺牛川水系治水砂防

施設事業委託金の減でございます。

16款道支出金、１項道負担金、１目民生費道負担金１億2,520万8,000円、1,864万2,000

円の増。主に、１節社会福祉費負担金、保険基盤安定負担金の増でございます。

２目衛生費道負担金51万4,000円、58万3,000円の減。

２項道補助金、１目総務費道補助金７万9,000円、3,000円の増。

２目民生費道補助金3,404万4,000円、318万1,000円の減。

３目衛生費道補助金971万円、７万5,000円の増。

次のページ、４目農林水産業費道補助金１億6,483万円、369万4,000円の増。主に、造

林事業補助金の増でございます。

６目土木費道補助金30万円、皆増でございます。

３項委託金、１目総務費委託金3,907万3,000円、389万1,000円の減。主に、２節徴税費

委託金、道民税徴収委託金の減でございます。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減でございます。

３目衛生費委託金２万1,000円、2,000円の減。

４目農林水産業費委託金314万1,000円、11万4,000円の減。

５目商工費委託金２万3,000円、１万6,000円の増。

６目土木費委託金29万4,000円、17万4,000円の減。

17款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入2,336万8,000円、117万6,000円の

減。

次のページ、２目利子及び配当金18万5,000円、７万6,000円の増。

２項財産売払収入、１目不動産売払収入508万2,000円、468万6,000円の減。主に、立

木売り払い代の減でございます。

２目生産物売払収入7,415万4,000円、４万7,000円の増。

18款１項寄附金、１目一般寄附金１万円。

19款繰入金、１項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金３億5,000万円、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7,280万円、６目環境保全基金繰入金440

万円、計６億2,720万円で、前年度比較3,000万円の増でございます。
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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61万6,000円。

次のページ、３項貸付金元利収入、２目ウタリ住宅貸付金元利収入255万7,000円、24

万8,000円の減。

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131万8,000円、21万7,000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21万6,000円、１万7,000円の減。

３目農林水産業費受託事業収入836万5,000円、230万8,000円の減。

４目土木費受託事業収入7,000円、1,000円の減。

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3,813万円、１億616万4,000円の減でございます。これにつきましては、昨年

、 。 、度 釧路産炭地域活性化事業補助金１億円を当初予算に計上してございました 本年度

、 。この計上がございませんので １億616万4,000円の減となっているところでございます

この釧路産炭地域活性化事業補助金につきましては、昨年度説明いたしましたが、釧路

産炭地域総合発展基金、いわゆる旧基金の取り崩し分の収入でございます。

次のページ、22款１項町債、３目衛生債6,540万円、皆減でございます。昨年度実施い

たしましたごみ処理場中間処理施設整備事業債の減でございます。

４目農林水産業債２億360万円、2,850万円の増。

６目土木債１億2,100万円、4,270万円の増。説明欄記載のとおり、床潭末広間道路整

備事業ほか６事業でございます。

７目消防債300万円、7,500万円の減。昨年度実施いたしました防火水槽、消防設備整

備事業債の減でございます。

８目教育債970万円、２億570万円の減。真龍小学校改築事業債の減でございます。

10目臨時財政対策債２億320万円、1,310万円の減。昨年同様、地方の財源不足を埋め

る地方債として発行を許可されるものでございます。

以上で歳入の説明を終わります。

恐れ入ります。51ページをお開き願います。

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、予算執行担当所管、事務事業別の歳出経費、それから括弧内

にはそれぞれの財源内訳を記載してございます。

なお、内容は各目の事務事業別に沿って説明をさせていただきます。

１款１項１目議会費、本年度6,239万5,000円、257万7,000円の減。４事務事業の計上で

ございます。議員報酬等5,523万4,000円の計上でございます。議会運営421万6,000円、主

に費用弁償225万8,000円、会議録調製委託料77万9,000円の計上であります。

次のページ、町議会だより発行119万円、主に議会だより印刷製本費でございます。議

会事務局175万5,000円、主に消耗品、書籍追録代等事務局経費の計上でございます。

次のページ、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費4,980万円、84万9,000円

の減、８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
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員会３万3,000円、総務一般1,508万2,000円、主に普通旅費、交際費、負担金補助及び交

付金683万9,000円。

55ページをお開き願います。

主に、北海道市町村備荒資金組合納付金500万円でございます。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903万円。主に、

消耗品、通信運搬費、郵便料、町例規類集管理委託料でございます。

次ページ、庁内印刷49万8,000円。庁舎・町民広場2,325万4,000円。主に、非常勤職員

賃金、燃料費、光熱水費、設備保守点検委託料等、管理経費の計上でございます。

次ページ、地域人権啓発活動100万5,000円、これは新規でございまして、説明欄記載

のとおりでございます。

２目簡易郵便局費161万4,000円、３万1,000円の増、説明欄記載のとおり簡易郵便局運

営経費でございます。財源は全額雑入、簡易郵便局取扱手数料の充当となってございま

す。

３目職員厚生費867万9,000円、100万3,000円の増、２事務事業の計上でございます。

、 、 。人事給与管理79万2,000円 次のページ 主に特別旅費45万6,000円の計上でございます

職員福利厚生・健康管理788万7,000円。主に、職員健康診断委託料680万9,000円の計上

でございます。

４目情報化推進費4,679万円、61万4,000円の減、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、個人情報保護審査会３万8,000円、個人情報保護審査会３万

3,000円、次ページ、情報化推進一般７万7,000円、情報公開・個人情報保護１万円、総

合行政情報システム4,074万1,000円、主に委託料、総合行政情報システム保守点検委託

料、使用料賃借料といたしまして同システムの借り上げ料の計上でございます。

次のページ、住民基本台帳ネットワーク164万3,000円、主に住民基本台帳ネットワー

クシステム借り上げ料の計上でございます。職員研修215万3,000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206万2,000円、総合行政ネットワーク

保守点検機器借り上げ料の計上でございます。

、 、 。５目交通安全防犯費588万9,000円 21万9,000円の増 ４事務事業の計上でございます

、 、 、 。交通安全指導員132万3,000円 次のページ 指導員報酬 費用弁償の計上でございます

交通安全148万6,000円、交通安全運動推進委員会ほか補助金が主な内容でございます。

防犯58万円 厚岸地区防犯協会補助金ほかの計上でございます 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382万6,000円、７万7,000円の増。次ページ、３事務事業の計上でござ

。 、 、 、います 広域行政１万8,000円 町史編さん審議会４万6,000円 町史編さん376万2,000円

主に臨時職員賃金108万6,000円、町史編さん業務委託料198万円の計上でございます。

７目文書広報費851万4,000円、58万7,000円の増、２事務事業の計上でございます。広

報848万4,000円、次のページ、主に町勢要覧作成委託料409万5,000円の計上でございま

す。広聴３万円。

８目財政管理費320万5,000円、120万1,000円の増、６事務事業の計上でございます。

財政管理62万5,000円、共通物品調達98万円、主に共通物品、印刷製本費でございます。

財政調整基金、減債基金、次のページ、地域づくり推進基金、それぞれ10万円の計上で
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ございます。地域公営企業等金融機構出資金130万円、皆増でございます。この地域公営

企業等金融機構出資金でございますが、この機構につきましては地方公営企業等金融機

構という名称でございますが、現在の地方公営金融公庫が本年10月１日に解散し、同機

構に同業務を引き継ぐ組織でございます。全国の自治体が出資し、発足する新組織でご

ざいます。

９目会計管理費101万8,000円、1,000円の増。主に、収入個票等印刷経費の計上でござ

います。

10目企画費171万3,000円、51万4,000円の減、５事務事業の計上でございます。企画一

般67万1,000円、主に釧路総合開発促進期成会負担金でございます。次のページ、国土法

事務８万円、国際・地域交流82万7,000円、まちおこし補助金６万9,000円、総合計画策

定６万6,000円の計上でございます。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217万1,000円、64万5,000円の増、財産管理一般、次のページ、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944万3,000円、72万1,000円の減、公用車管理、燃料費、修繕料ほか公用

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4,438万5,000円、1,265万1,000円の増、４事務事業の計上

でございます 固定資産評価審査委員会１万8,000円 次のページ 町民税課税737万8,000。 、 、

、 。 、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1,368万4,000円

主に固定資産評価更新委託料891万5,000円の計上でございます。次のページ、町税収納

2,330万5,000円、主にこの2,265万円の増の内訳といたしまして、税源移譲に伴いまして

所得変動に伴う経過措置分、いわゆる所得税の税率と住民税の税率が変わったことによ

りまして、所得が大幅に変動した場合、住民税から還付をするための所要額を計上して

ございます。1,249万2,000円が増となってございます。

なお、この1,249万2,000円につきましては、全額国が補てんする、いわゆる道委託金

の充当でございます。

３項１目戸籍住民登録費495万7,000円、171万5,000円の増、４事務事業の計上でござ

います。戸籍住民基本台帳153万2,000円、戸籍住民基本台帳事務等に係る経費の計上で

ございます。次のページ、外国人登録54万5,000円、上尾幌駐在所６万7,000円、湖南地

区出張所281万3,000円、非常勤職員賃金135万5,000円の増、事務機器借り上げ料、事務

室借り上げ料が主な内容でございます。

次のページ、４項選挙費、１目選挙管理委員会費72万4,000円、３万6,000円の増、２

事務事業の計上でございます。選挙管理委員会29万9,000円、選挙一般42万5,000円の計

上でございます。

２目道知事・道議会議員選挙費以下、４目、６目参議院議員選挙費1,106万円の減、そ

れぞれ皆減でございます。

７目農業委員会委員選挙費136万6,000円、皆増。農業委員会委員選挙に係る経費の計

上でございます。

次のページ、８目海区漁業調整委員会委員選挙費179万4,000円、皆増。海区漁業調整

委員会委員選挙に係る経費の計上でございます。
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５項統計調査費、１目統計調査総務費304万7,000円、233万7,000円の増、６事務事業

の計上でございます。統計一般１万9,000円、次のページ、工業統計調査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係る経費の計上でございます

主に、説明欄記載にありますよう、漁業センサス239万4,000円の増が主な内容となって

ございます。

次ページ ６項１目監査委員費279万円 ２事務事業の計上でございます 監査委員246、 、 。

万7,000円、委員報酬、費用弁償の計上であります。監査委員事務局32万3,000円、事務

局費の計上でございます。

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２億1,703万5,000円 268、 、 、 、

万4,000円の減、９事務事業の計上でございます。社会福祉一般4,816万円、主に社会福

祉協議会2,914万4,000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３万円、戦没者追悼式44万円、追悼式執

行経費の計上でございます。次のページ、福祉灯油195万8,000円、災害見舞金５万円、

その他施設30万1,000円、旧奔渡保育所管理経費の計上でございます。保健福祉一般89万

7,000円、保健福祉総合センター・健康広場776万円、次のページ、あみか21管理経費の

計上でございます。説明欄記載のとおりでありますので、内容を省略させていただきま

す。国民健康保険特別会計１億5,743万9,000円、繰り出し基準に基づく同会計への繰り

出しでございます。

２目心身障害者福祉費１億4,060万3,000円、196万3,000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49万円 次のページ 心身障害者福祉一般50万8,000円

障害者更生医療給付339万円、主に更生医療給付費の計上でございます。障害者（児）補

装具給付369万1,000円、補装具給付費の計上でございます。次のページ、障害者（児）

介護・訓練等給付１億1,328万4,000円、主に介護給付費、訓練等給付費ほかの計上でご

ざいます。心身障害者等交通費助成95万4,000円、重度心身障害者交通費、じん臓機能障

害者交通費助成の計上でございます。身体障害者福祉電話貸与２万円、障害者（児）ふ

れあいフェスティバル13万1,000円、子ども発達支援センター551万6,000円、主に子ども

発達支援センター補助金でございます。次のページ、地域生活支援1,216万円、主に地域

活動支援センター運営費補助金659万円、障害者（児）日常生活用具給付費278万4,000円

でございます 障害者自立支援対策推進35万2,000円 心身障害児帰省旅費助成１万2,000。 、

円、心身障害児等施設通園交通費助成９万4,000円、次のページ、生活福祉資金等利子補

給1,000円。

３目心身障害者特別対策費3,877万1,000円、277万5,000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3,698万4,000円、重度心身障害者医療事務178万7,000円の

計上でございます。

４目老人福祉費２億4,316万5,000円、7,881万8,000円の減でございます。22事務事業の

計上でございます。老人医療57万円、老人医療費の計上でございます。老人医療事務４

万7,000円、老人福祉一般27万5,000円、次のページ、介護予防・生活支援583万円、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1,334万1,000円、次のページ、老人日常生活用具給付９万2,000円、福祉バス運行375万
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7,000円、主に福祉バス運行委託料332万4,000円でございます。高齢者バス乗車券助成477

万8,000円 主に乗車券助成450万円でございます 保健・医療・福祉総合サービス調整12、 。

万8,000円、老人福祉電話貸与15万4,000円、敬老会585万3,000円、次のページ、主に敬老

会補助金575万円の計上でございます。長寿祝金387万円、高齢者事業団育成60万円、要

介護者入退院交通費助成43万円、介護保険利用者負担軽減措置178万円、主に利用者負担

軽減補助金171万5,000円でございます。介護相談員派遣98万4,000円、主に相談員の報酬

でございます。次のページ、老人保健特別会計繰出金1,353万6,000円、介護保険特別会

計繰出金１億2,606万2,000円、介護サービス事業特別会計繰出金3,293万8,000円、それぞ

れ各特別会計への繰出金の計上でございます。特別養護老人ホーム心和園整備事業（入

所施設）1,730万円、同じく短期入所施設930万円、それぞれ基本設計及び実施設計の計

上でございます。

５目後期高齢者医療費１億1,753万3,000円、皆増。以下、目番号が繰り下げとなって

ございます。次のページ、２事務事業の計上でございます。後期高齢者医療一般8,699万

1,000円、北海道後期高齢者医療広域連合負担金でございます。後期高齢者医療特別会計

繰出金3,054万2,000円、繰り出し基準に基づく同会計への繰り出しでございます。

６目国民年金費32万9,000円、6,000円の増。

７目自治振興費1,310万8,000円、295万3,000円の増、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円であります。地方バス路

線維持対策1,146万円、地方バス路線助成の計上でございます。

８目社会福祉施設費1,070万2,000円、1,591万9,000円の減、４事務事業の計上でござい

ます。コミュニティセンター131万円、次のページ、集会所534万9,000円、次のページ、

生活館29万9,000円、生活改善センター374万4,000円、それぞれ施設管理運営経費の計上

でございます。

、 、 、 、次のページ ２項児童福祉費 １目児童福祉総務費1,406万9,000円 727万8,000円の減

５事務事業の計上でございます。児童福祉一般111万1,000円、主に児童手当システム借

上料92万8,000円でございます。その他へき地保育所289万8,000円、主に私設保育所運営

費補助金288万円でございます 片無去 若松私設保育所でございます 子育て支援対策594。 、 。

万7,000円、主に保育料助成245万4,000円、次のページ、出産祝金135万円、妊婦健康診

。 、 、査通院費助成190万円の計上でございます 床潭へき地保育所230万5,000円 次のページ

太田へき地保育所169万8,000円、各へき地保育所業務経費の計上でございます。

次のページ、２目児童措置費7,446万円、34万円の減、児童手当でございます。

、 、 。３目ひとり親福祉費649万5,000円 ６万3,000円の減 ２事務事業の計上でございます

ひとり親家庭等医療588万円、ひとり親家庭等医療事務61万5,000円。

４目児童福祉施設費4,912万8,000円、527万1,000円の減、８事務事業の計上でございま

す。児童福祉一般26万1,000円、次のページ、真龍保育所1,773万7,000円、次のページ、

真龍保育所（世代間交流）18万5,000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。それぞれ内容説明は省略させていただきます。

139ページになります。

子育て支援センター255万4,000円、支援センター運営経費で主に臨時職員賃金203万円

でございます。
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、 、 。５目児童館運営費1,437万5,000円 ４万7,000円の減 ４事務事業の計上でございます

児童館運営委員会４万円、児童館一般17万円、児童館母親クラブ補助金の計上でござい

ます。次のページ、友遊児童館774万4,000円、子夢希児童館642万1,000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は省略させていただきます。

145ページ、４款衛生費、１項保健衛生費、１目衛生予防費151万3,000円、60万6,000円

の増、４事務事業の計上でございます。公衆浴場108万6,000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28万3,000円。

、 、 。２目健康づくり費3,285万9,000円 176万4,000円の増 13事務事業の計上でございます

健康づくり一般370万5,000円、次のページ、主に釧根広域救急医療確保負担金187万6,000

円でございます。老人保健154万3,000円、主に健康診査委託料120万3,000円でございま

す。母子保健375万6,000円、次のページ、主に妊婦健康診査委託料134万8,000円でござ

います。予防接種752万3,000円、主に予防接種委託料721万4,000円でございます。結核

予防72万2,000円、次のページ、エキノコックス症対策20万5,000円、がん予防保健471万

、 。 、4,000円 主にがん検診委託料462万5,000円でございます 特定健康診査等645万3,000円

次のページ、主に特定健康診査委託料、保健福祉総合システム借上料の計上でございま

す。へき地患者輸送バス運行316万4,000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46万5,000円、難病対策24万4,000円、精神障害者社会復帰支援35万7,000

円、次のページ、難病患者居宅生活支援8,000円でございます。

３目墓地火葬場費639万5,000円、４万7,000円の減、３事務事業の計上でございます。

斎場598万4,000円、主に火葬場業務委託料448万円でございます。霊園28万4,000円、主

に霊園管理委託料22万4,000円でございます。次のページ、墓地12万7,000円、施設管理

経費の計上でございます。

４目水道費1,567万8,000円、773万3,000円の減、２事務事業の計上でございます。水道

。 。事業会計補助金655万7,000円の計上であります 水道事業運営に係る補助でございます

簡易水道事業特別会計繰出金912万1,000円の計上でございます。

、 、 。５目病院費３億5,794万8,000円 343万5,000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2,036万4,000円、140万9,000円の減、２事務事業の計上であります。

乳幼児医療1,892万4,000円の計上であります。乳幼児医療事務144万円、次のページ、主

に医療機関請求手数料85万8,000円でございます。

２項環境政策費、１目環境対策費1,057万2,000円、86万円の減、５事務事業の計上で

ございます。環境審議会12万6,000円、環境対策一般177万8,000円、主に別寒辺牛・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49万円でございます。環境調

査監視362万3,000円、水質検査委託料でございます。次のページ、環境マネジメントシ

ステム４万5,000円、環境保全基金500万円、同基金への積立金でございます。

２目水鳥観察館運営費485万7,000円、５万7,000円の増、３事務事業の計上でございま

す。厚岸水鳥観察館336万7,000円、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。次のページ、厚岸湖・別寒辺牛湿原学術研究奨励132万

2,000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16万8,000円。



- 39 -

３目廃棄物対策費705万1,000円、63万1,000円の減、２事務事業の計上でございます。

廃棄物対策一般349万5,000円、次のページ、主に証紙売りさばき手数料284万9,000円で

ございます。清掃手数料事務355万6,000円、主に徴収・賦課調査委託料でございます。

４目ごみ処理費２億227万4,000円、4,233万7,000円の減、主に昨年度実施のごみ焼却処

理場中間処理施設整備事業の減でございます。ちなみに、昨年度は6,543万6,000円の計

上でございました。４事務事業の計上でございます。ごみ処理場一般52万4,000円、ごみ

処理場管理3,954万円、次のページ、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ます。ごみ収集・ごみ処理場運転１億

3,921万円、ごみ焼却処理場整備事業2,300万円の計上で、ごみ焼却処理場焼却炉、これ

は１号炉でございます。１号炉の耐火材について改修、補修工事を行うものでございま

す。

５目し尿処理費8,687万5,000円、320万4,000円の増、次ページ、３事務事業の計上でご

ざいます。し尿処理一般29万9,000円、し尿処理場管理2,431万6,000円、衛生センター運

。 、 、営に係る経費の計上でございます 次のページ し尿収集・衛生センター運転6,226万円

し尿収集・センター運転業務委託料でございます。

173ページ ５款農林水産業費 １項農業費 １目農業委員会費885万6,000円 30万8,000、 、 、 、

円の増、５事務事業の計上でございます。農業委員会費783万7,000円、主に委員報酬729

万4,000円でございます。農業委員会事務局65万1,000円、農業後継者対策25万円、農業

後継者対策協議会補助金でございます。農業者年金事務９万7,000円、次のページ、農用

地集団化２万1,000円。

２目農業振興費１億4,069万9,000円、2,443万3,000円の増、８事務事業の計上でござい

ます。農業振興一般９万5,000円、家畜経営体質強化資金利子補給14万4,000円、以下、

記載のとおり各種利子補給の計上でございます。次のページ、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。中山間地域等直接支払推進事

業46万4,000円、町営牧場管理施設整備事業、牛舎、これは２棟の整備事業費2,500万円

の計上でございます。

３目畜産業費2,686万1,000円、1,341万円の減、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費の減、ちなみに19年度につきましては3,700万4,000円、本年度は

2,614万円の差額の減でございます。３事務事業の計上でございます。畜産業一般49万

2,000円、主に牛舎環境衛生消毒事業負担金でございます。矢臼別演習場周辺農業用機械

等整備事業2,614万4,000円、ＪＡ釧路太田農業協同組合への補助金で防衛施設民生安定

事業の補助金を充当しての実施でございます。次のページ、乳牛検定事業22万5,000円。

４目農道費4,522万8,000円、3,262万3,000円の増、３事務事業の計上であります。新規

として道営別寒辺牛地区道路整備事業1,500万円 道営太田第２地区集乳道整備事業3,000、

万円の計上でございます。各種負担金等22万8,000円。

５目農地費１億3,776万円、3,441万5,000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130万円、尾幌地区畜産担い手総合整備事業836万5,000円、基

本施設整備委託料でございます。次のページ、尾幌地区畜産担い手総合整備事業附帯事

務費８万3,000円、地すべり防止区域管理業務委託事業150万4,000円、道営土地改良事業

監督等補助業務委託事業36万3,000円、農地開発事業償還金2,005万7,000円、道営厚岸第
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２地区公共牧場整備事業2,900万円、道営大別地区畑地帯総合整備事業5,089万円、道営

大別地区草地整備改良事業2,575万円、次のページ、各種負担金等44万8,000円。

６目牧野管理費１億5,109万3,000円、770万2,000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９万円、町営牧場１億5,100万3,000円、次ページにわたります

が、主に賃金、消耗品など、町営牧場管理運営に係る経費の計上でございます。

185ページ、７目農業施設費1,271万9,000円、446万4,000円の増、３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９万6,000円 農業農村活性化施設782万3,000円

次のページ、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。農業農村活性化施設整備事業480万円、施設改修補修工事の計上で

ございます。工事費の計上でございます。

８目農業水道費935万4,000円、258万1,000円の増、６事務事業の計上でございます。

農業水道一般25万円、次のページ、水道料金計算収納16万9,000円、水質検査78万円、水

質検査委託料でございます。農業水道施設757万8,000円、主に光熱水費、修繕料、水道

施設管理委託料の計上でございます。次のページ、検満及び新設メーター取付事業27万

7,000円、漏水調査事業30万円。

９目堆肥センター費1,917万8,000円、121万8,000円の増、主に臨時職員賃金、消耗品、

光熱水費、修繕料、資材購入費など、堆肥センター運営経費の計上でございます。

２項林業費、１目林業総務費761万7,000円、386万4,000円の増、４事務事業の計上で

ございます。林業一般100万円、主に北海道治山林道協会釧路支部負担金51万円でありま

す。町有林管理575万3,000円、主に森林保険料225万6,000円、森林管理システム導入委

託料330万円の計上でございます 公的森林管理３万3,000円 有害鳥獣駆除奨励83万1,000。 、

円、次のページ、主に野生鳥獣被害対策協議会負担金64万6,000円でございます。

２目林業振興費9,536万1,000円、129万5,000円の減、７事務事業の計上でございます。

奔渡地区小規模治山事業1,254万5,000円、民有林振興対策事業646万5,000円、森林整備担

い手対策推進事業51万5,000円、町民の森造成事業240万円、実行委員会補助金でござい

。 、 、ます 森林整備地域活動支援交付金事業1,325万円 林道整備事業償還金1,706万2,000円

次のページ、森林管理道片無去第２線開設事業4,312万4,000円。

３目造林事業費5,756万円、61万1,000円の減、２事務事業の計上でございます。造林

、 、 、事業5,717万1,000円 公的森林整備推進事業38万9,000円 ４目林業施設費579万7,000円

293万4,000円の減、３事務事業の計上でございます。緑のふるさと公園143万円、主に非

常勤職員賃金、資材購入費の計上でございます。次のページ、木工センター436万7,000

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。

５目特用林産振興費7,161万9,000円、739万9,000円の増、次のページ、きのこ菌床セン

ター、主に臨時職員賃金、燃料費、菌床製造材料費と菌床センター運営経費に係る計上

でございます。

203ページ、３項水産業費、１目水産業総務費435万4,000円、14万9,000円の減、３事務

事業の計上であります。水産業一般418万6,000円、主に北海道漁港漁場協会負担金137万

3,000円、日本水難救済会厚岸救難所補助金110万円の計上でございます。船員法事務５

万6,000円、海岸管理11万2,000円。

２目水産振興費1,731万5,000円、101万4,000円の減、次のページ、９事務事業の計上で
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ございます。水産振興一般85万3,000円、主に釧路昆布普及協会負担金50万円でございま

す。地域ハサップ推進12万6,000円、ヒトデ駆除事業50万円、以下６事業、内容は記載の

とおりでございます。説明を省略させていただきます。この中に新規として、ウニ養殖

試験事業75万円が含まれてございます。

次のページ、３目漁港管理費456万4,000円、15万円の増、２事務事業の計上でござい

ます。漁港管理一般16万9,000円、漁港施設439万5,000円、主に漁港便益施設に係る光熱

水費と管理経費の計上でございます。

次のページ、４目漁港建設費733万3,000円、420万3,000円の減、地域水産物供給基盤

整備事業733万円、床潭漁港整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2,205万6,000円、158万1,000円の増、４事務事業の計上でございます。

カキ種苗センター1,632万1,000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 次のページ カキ種苗生産199万9,000円

主にカキ種苗生産に係る経費の計上でございます。水産増養殖調査研究300万1,000円、

主に調査研究消耗品、船借り上げ料の計上でございます。次のページ、漁場造成環境調

査事業73万5,000円。

６目水産施設費284万2,000円、17万6,000円の減、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144万8,000円 床潭地区漁村センター40万3,000円 次のページ

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99。

万1,000円、主に各種設備保守点検委託料でございます。

217ページ、６款１項商工費、１目商工総務費84万6,000円、５万2,000円の増、５事務

事業の計上でございます。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26万6,000円、主に消費者協会補助金13万円

の計上でございます。労働12万5,000円、次のページ、季節労働者対策２万2,000円。

２目商工振興費1,923万8,000円、25万3,000円の減、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進審査委員会６万4,000円、商工振興一般1,682万

円、主に商工会補助金1,676万2,000円でございます。小規模商工業者設備近代化資金貸

付64万円、貸し付けに係る利子補給でございます。中小企業融資171万4,000円、融資保

証料でございます。

次のページ、３目食文化振興費1,561万4,000円、341万円の減、３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21万6,000円、味覚ターミナル・道

、 。の駅1,526万1,000円 主に味覚ターミナル管理委託料1,470万5,000円の計上でございます

次のページ、４目観光振興費795万8,000円、50万1,000円の減、５事務事業の計上でご

ざいます。観光審議会７万5,000円、観光振興一般532万4,000円、主に観光協会補助金453

万5,000円の計上でございます。観光宣伝209万1,000円、主に観光案内所運営委託料105

。 、 、 。万3,000円でございます 次のページ 桜保護育成38万8,000円 あやめ保護育成８万円

５目観光施設費1,389万6,000円、112万6,000円の減、３事務事業の計上でございます。

、 。子野日公園633万円 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

次のページ、愛冠野営場239万9,000円、主に愛冠野営場管理委託料207万6,000円の計上

でございます。その他観光施設516万7,000円、主に観光施設に係る光熱水費、トイレ清

掃委託料ほか施設管理経費でございます。
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231ページ、７款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費12万6,000円、１万2,000円

の減。

２目土木車両管理費1,052万6,000円、16万1,000円の増、公用車両等に係る燃料費、修

繕料、自動車損害保険料等の計上でございます。

３目土木用地費60万6,000円、２万6,000円の増、２事務事業の計上でございます。土

木用地一般14万2,000円、次のページ、用地測量46万4,000円、直営用地測量に係る経費

の計上でございます。

４目地籍調査費362万1,000円、13万円の増、３事務事業の計上でございます。地籍調

査一般29万円、字名改正103万1,000円、主に地籍管理システム保守点検委託料でござい

ます。次のページ、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4,567万4,000円、181万円の減、６事務事業の計

上で道路橋梁一般17万8,000円、道路橋梁管理2,013万6,000円、主に臨時職員賃金、側溝

清掃委託料、資材、砕石購入ほか道路橋梁管理経費の計上でございます。次のページ、

道路照明管理1,776万円、道路照明電気料及び修繕料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、奔渡岩の崎通りほか整備事業500万円、これは町道舗装、いわゆるオーバーレイ事

業でございます。

２目道路新設改良費３億1,764万9,000円、7,180万3,000円の増、主に新規として床潭末

広間道路整備事業5,700万円の増でございます。12事務事業の計上でございます。住の江

町通り整備事業ほか10路線の計上で、それぞれ路線名を列挙してございます。説明は省

略させていただきます。

245ページ、３目除雪対策費2,030万円、48万9,000円の減、前年当初並みの計上でござ

います。

次のページ、３項河川費、１目河川総務費１億6,333万4,000円、3,265万8,000円の減、

主に別寒辺牛川水系治水砂防施設整備事業の減でございます。４事務事業の計上で河川

管理71万2,000円、別寒辺牛川水系治水砂防施設整備事業１億4,262万2,000円、次のペー

ジ、主に河川調査委託料8,739万2,000円、河川工事費4,407万2,000円であります。財源は

すべて国費でございます。汐見川改修事業1,000万円、奔渡川改修事業1,000万円。

４項都市計画費、１目都市計画総務費97万5,000円、２万5,000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、次のページ、都市計画一般５万6,000

円、花のあるまちづくり86万6,000円、主に花のあるまちづくり推進委員会補助金85万円

の計上でございます。

３目下水道費２億3,007万円、2,110万6,000円の増、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442万8,000円、66万4,000円の減、公園施設442万8,000円

の計上でございます。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。

次のページ、２目公園事業費3,300万円、3,880万8,000円の減、２事務事業の計上でご

ざいます。主に子野日公園整備事業1,700万円、松葉町憩いの広場整備事業1,600万円の

計上でございます。

６項住宅費、１目建築総務費116万3,000円、589万3,000円の減、３事務事業の計上で
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。 、 、 、ございます 建築一般28万1,000円 次のページ 限定特定行政庁確認事務28万2,000円

住宅耐震改修工事補助60万円、新規でございます。

２目住宅管理費3,560万1,000円、531万8,000円の減、７事務事業の計上でございます。

町営住宅入居選考委員会８万1,000円、町営住宅2,162万7,000円、次のページ、主に光熱

水費540万円、修繕料275万円、委託料475万5,000円の計上でございます。キノコ生産者

住宅５万6,000円、職員住宅224万2,000円、次のページ、主に共済組合投資住宅賃借料で

ございます。町営住宅敷金利子基金４万円、同基金積立金でございます。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、町営住宅梅香団地安全施設

整備事業122万円でございます。

３目住宅建設費、新規でございます。385万円、皆増。主に、住宅マスタープラン策定

事業計画策定調査委託料の計上でございます。

261ページ、８款１項消防費、１目常備消防費３億3,900万4,000円、3,304万円の増、２

事務事業の計上でございます。釧路東部消防組合負担金３億366万5,000円、詳細は一般

会計資料の31ページ以降に記載してございますので、参考にしていただきたいと思いま

す。救急自動車整備事業3,533万9,000円でございます。新規事業でございます。

２目災害対策費546万6,000円、108万9,000円の増、６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４万4,000円、災害対策156万8,000円、次のページ、災害

対策資機材購入経費の計上てございます。防災行政無線297万1,000円、主に防災行政無

線保守点検委託料124万1,000円、災害避難場所70万3,000円、主に太陽電池灯修繕料保守

点検委託料の計上でございます。次のページ、土砂災害相互通信システム13万6,000円、

電話回線等通信運搬費の計上でございます。

267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、主に委員

報酬215万2,000円でございます。

２目事務局費281万3,000円 13万6,000円の増 主に旅費63万4,000円 消耗品100万8,000、 、 、

円、管内町村教育委員会連絡協議会負担金81万7,000円の計上でございます。

３目教育振興費374万3,000円、196万4,000円の減、４事務事業の計上でございます。

教育研究所運営委員会10万9,000円、次のページ、教育振興一般149万8,000円、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193万2,000円、

主に町立教育研究所補助金155万円でございます。次のページ、就学指導20万4,000円。

４目教員住宅費2,415万2,000円、43万8,000円の増、４事務事業の計上でございます。

教員住宅334万円、主に修繕料198万3,000円、物置等購入60万5,000円であります。共済

組合教職員住宅譲渡償還金1,099万1,000円、次のページ、住宅供給公社教職員住宅譲渡

償還金912万1,000円、教員住宅下水道排水設備整備事業61万円。

５目就学奨励費３万8,000円、奨学審議会でございます。

６目スクールバス管理費1,956万5,000円、68万4,000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301万8,000円、小型スクールバス運行140万2,000円、そ

れぞれ燃料費、自動車損害保険料、重量税が主な内容でございます。次のページ、スク

ールバス運行委託1,514万5,000円、主にバス運行委託料1,467万4,000円でございます。

２項小学校費、１目学校運営費4,279万円、495万9,000円の減、10事務事業の計上でご

ざいます。小学校運営一般48万1,000円、小学校学校評議員14万2,000円、次のページ、
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厚岸小学校835万8,000円、主に消耗品、光熱水費ほか学校運営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。各学校ごとの

説明は省略させていただきます。

285ページ、２目学校管理費5,167万9,000円、2,070万円の増、５事務事業の計上でござ

います。学校管理2,021万5,000円、主に賃金、修繕料、各種保守点検委託料ほか学校管

理経費の計上でございます。次のページ、学校情報通信教育1,625万5,000円、主に学校

。 、コンピュータ整備に係る償還金の計上でございます 学校備品教材等整備554万1,000円

主に図書購入費487万8,000円でございます。遠距離児童通学31万2,000円、次のページ、

理科教育等設備整備事業20万円、厚岸小学校耐震診断事業135万円、新規、厚岸小学校鉄

骨校舎耐震診断委託料の計上でございます。スクールバス整備事業779万6,000円の計上

でございます。29人乗りのバスを予定してございます。

３目教育振興費1,147万7,000円、312万1,000円の増、４事務事業の計上でございます。

小学校教育振興559万円、主に臨時職員賃金、車借り上げ料であります。次のページ、自

然教育推進４万円、要・準要保護児童就学援助539万1,000円、主に準要保護児童学校給

食費363万円であります。特別支援教育就学奨励45万6,000円。

４目学校建設費4,410万9,000円、３億4,091万1,000円の減、昨年度実施いたしました真

龍小学校改築事業、この年度上の減でございます。

次のページ、３項中学校費、１目学校運営費2,633万9,000円、65万1,000円の減、９事

務事業の計上でございます。中学校運営一般７万2,000円、中学校評議員14万2,000円、

厚岸中学校1,027万円、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記載してございます。恐れ入ります、各学

校ごとの説明は省略させていただきます。

299ページ、２目学校管理費1,604万3,000円、260万6,000円の減、５事務事業の計上で

ございます。学校管理762万5,000円、主に修繕料、各種保守点検委託料、事務機借り上

げ料ほか学校管理経費の計上でございます。次のページ、学校情報通信教育239万5,000

円 主に学校情報通信機器保守点検委託料でございます 学校備品教材等整備377万8,000、 。

円、主に図書購入費340万円でございます。理科教育等設備整備事業130万円、太田中学

校トイレ整備事業94万5,000円でございます。

３目教育振興費1,435万8,000円、180万円の増、６事務事業の計上でございます。中学

、 、 、 。校教育振興408万9,000円 次ページ 主に車両運行委託料 車借り上げ料でございます

自然教育推進１万6,000円、要・準要保護生徒就学援助552万円、主に要・準要保護生徒

就学援助284万5,000円でございます。特別支援教育就学奨励10万円、次のページ、外国

青年招致441万5,000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406万7,000円、28万円の減、２事務事業の計上でございます。私立

幼稚園就園奨励332万7,000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。

次のページ、５項社会教育費、１目社会教育総務費611万7,000円、89万3,000円の増、

６事務事業の計上でございます 青少年問題協議会12万5,000円 社会教育委員40万2,000。 、

円、青少年育成センター97万8,000円、主にセンター臨時職員賃金でございます。社会教
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育活動260万1,000円、次のページ、芸術文化160万2,000円、主に演劇公演委託料75万円、

文化協会補助金33万円でございます。次のページ、友好都市子ども交流40万9,000円、友

好都市子ども交流事業実行委員会補助金でございます。

２目生涯学習推進費308万8,000円、1,677万5,000円の減、２事務事業の計上でございま

す。生涯学習活動141万5,000円、生涯学習施設167万3,000円、真龍小学校屋内運動場に

併設する生涯学習施設の管理運営に要する経費の計上でございます。

次のページ、３目公民館運営費284万7,000円、50万4,000円の増、３事務事業の計上で

。 、 、 、 、ございます 公民館運営審議会６万3,000円 公民館管理177万4,000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。次のページ、公民館活動101万円、主に事

務室借り上げ料ほか公民館活動経費の計上でございます。

４目文化財保護費149万円、646万円の減、２事務事業の計上であります。文化財専門

委員会５万4,000円、文化財保護143万6,000円、主に非常勤職員賃金ほかの計上でござい

ます。646万円の減の参考といたしまして、平成19年度に補助をいたしました国指定重要

文化財整備事業正行寺本堂補助金640万3,000円が主な内容となってございます。

５目博物館運営費950万4,000円、87万円の増、５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603万1,000円

次のページ、主に燃料費、各種保守点検委託料の計上でございます。郷土館120万7,000

円、次のページ、太田屯田開拓記念館131万2,000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。海事記念館整備事業90万円、これは新規でございます。海

事記念館玄関ドア等改修事業でございます。

、 、 。６目情報館運営費3,548万4,000円 119万4,000円の減 ５事務事業の計上でございます

情報館協議会10万5,000円、次のページ、厚岸情報館3,454万6,000円、主に非常勤職員賃

金、各種保守点検委託料、図書教材購入費ほか運営管理経費の計上でございます。次の

ページ、図書館バス運行44万4,000円、情報通信技術講習24万6,000円、次のページ、ブ

ックスタート14万3,000円。

６項保健体育費、１目保健体育総務費664万4,000円、18万円の減、４事務事業の計上

でございます。学校保健一般85万7,000円、主に日本スポーツ振興センター災害共済掛け

金でございます。児童生徒健康診断368万2,000円、教職員健康診断190万5,000円、それ

。 、 。ぞれ主に健康診断委託料でございます 次のページ 要・準要保護児童生徒医療20万円

２目社会体育費3,757万8,000円、1,387万円の増、７事務事業の計上でございます。ス

ポーツ振興審議会10万4,000円、社会体育一般72万7,000円、体育指導員68万2,000円、次

のページ、体育施設1,820万5,000円、主に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。次のページ、スポーツ振興326万1,000円、主にスポーツ

振興助成でございます。学校開放17万1,000円、宮園公園パークゴルフ場施設整備事業

、 。 。1,442万8,000円 新規でございます センターハウス建設事業ほかの計上でございます

次のページ、３目温水プール運営費1,096万3,000円、91万4,000円の増、主に臨時職員

賃金、燃料費、温水プール管理運営経費の計上でございます。

、 、 、 、次のページ ４目学校給食費3,645万4,000円 97万9,000円の増 ２事務事業の計上で

学校給食センター運営委員会７万6,000円、学校給食センター3,637万8,000円、主に非常

。 、 、勤職員賃金と給食センター運営経費の計上でございます 次のページ 学校給食費助成
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本年度新規に200万円を計上したところでございます。

341ページ、11款１項公債費、１目元金10億1,477万7,000円、3,544万7,000円の減。

２目利子２億4,573万円、2,286万2,000円の減。

３目公債諸費６万8,000円、２万5,000円の減、登録債事務経費でございます。

343ページ、12款１項１目給与費15億4,851万6,000円、１億2,596万6,000円の減、給料

６億9,423万6,000円 職員手当３億9,413万5,000円 共済費２億1,373万6,000円 賃金8,797、 、 、

万5,000円、負担金補助及び交付金１億5,843万4,000円。

なお、347ページから351ページまで、一般会計人件費総体をまとめた給与費明細書が

添付してございます。参考にしていただければと思います。内容の説明は省略させてい

ただきます。

345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20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。

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。

、 、地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項 期間及び限度額は

「第２表債務負担行為」による。

６ページでございます。第２表債務負担行為、事項欄記載の４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。

、 、なお 備荒資金組合防災資機材譲渡償還金に関する債務負担についてでございますが

現在稼働しております総合行政情報システムの更新で、当該システムにつきましては導

入以来13年度を経過してございます。システム改修に限界があり、多額の経費がかかる

ことから、今回導入をするものでございます。財政的に有利な当該制度を利用し、新規

に導入を図ろうとするものでございます。このため、この債務負担行為を設定するもの

でございます。

、 。352ページから356ページまでは 債務負担行為に関する調書として掲載しております

参考に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。、

７ページ、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、357ページに地方債に関する調書として掲載しておりますので、あわせて参考と

していただきたいと思います。

恐れ入ります。再び１ページへお戻り願います。

第４条、一時借入金。

地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの 高額は、30億円

と定める。
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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20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20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16億7,940万円と定める。

、 、「 」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。

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、歳入では９款12項にわたり、歳出では10款19項にわたり、それぞれ16億7,940万

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。360ページをお開き願います。

歳入でございます。

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５億4,188万6,000円 2,422、 、

万1,000円の減。

２目退職被保険者国民健康保険税1,581万円、4,995万9,000円の減。主に、本年度から

後期高齢者医療制度が開始されることに伴い、75歳以上の国保加入者が脱退するための

減でございます それぞれ右のページの内訳記載のとおりでありますが 現年度課税分94。 、

％、収納率、滞納繰越分60％の収納率を見込んだものでございます。

３款分担金及び負担金、２項負担金、１目保健事業負担金365万円、がん検診、インフ

ルエンザ予防接種負担金でございます。

次のページ、４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金２億5,034万

7,000円、１億3,419万6,000円の減。制度改正に伴い、前期高齢者交付金、後期高齢者支

援金等が新設されたことにより、算出方法が変更となったことに伴う減でございます。

２目高額医療費共同事業負担金970万5,000円、81万5,000円の増。

３目特定健康診査等負担金106万8,000円、皆増でございます。本年度から始まる特定

健康診査及び特定保健指導の実施に伴う新規計上でございます。

２項国庫補助金、１目財政調整交付金5,696万9,000円、3,328万3,000円の減。１項１目

、 、 、同様 制度改正に伴い前期高齢者交付金 後期高齢者支援金等が新設されたことにより

算出方法が変更となったことに伴う減でございます。

５款１項１目療養給付費等交付金5,348万9,000円、１億4,288万5,000円の減。現在、退

。 、職被保険者は74歳未満となっているところでございます 本年４月から65歳未満となり

65歳以上については一般被保険者の区分に変更となり、退職被保険者分の医療費が減額

となることに伴う減でございます。

以下、款番号が繰り下げとなってございます。

６款１項１目前期高齢者交付金３億599万3,000円、皆増でございます。本年４月から

前期高齢者の現行70歳以上74歳以下から、65歳以上74歳以下となり、前期高齢者の加入

割合により、本年４月から交付されることに伴う増でございます。

７款道支出金 １項道負担金 １目高額医療費共同事業負担金970万5,000円 81万6,000、 、 、

円の増。
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２目特定健康診査等負担金106万8,000円、皆増でございます。本年度から始まる特定

健康診査及び特定保健指導実施に伴う新規計上でございます。

２項道補助金、２目財政調整交付金4,244万2,000円、3,197万7,000円の減、制度改正に

伴い前期高齢者交付金後期高齢者支援金等が新設されたことにより、算出方法が変更と

なったことに伴う減でございます。

９款１項共同事業交付金、１目高額医療費共同事業交付金3,688万1,000円、310万1,000

円の増、高額医療費拠出金でございます。

２目保険財政共同安定化事業交付金１億9,194万円、1,531万1,000円の減。本年度、国

保連合会における見込み額による増でございます。

10款繰入金、１項１目一般会計繰入金１億5,743万9,000円、16万1,000円の増、繰り出

し基準に基づく計上でございます。

12款諸収入、１項延滞金加算金及び過料6,000円。

３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。

366ページをお開き願います。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費3,886万5,000円、252万5,000円の減、３

。 、 。事務事業の計上でございます 職員人件費3,091万2,000円 ５名分の計上でございます

なお、394ページから397ページまで、給与費明細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。

国民健康保険一般501万1,000円、主にレセプト点検委託料でレセプト点検業務でござ

います。次のページ、国民健康保険事務電算処理294万2,000円の計上でございます。

２項徴税費、１目賦課徴収費74万7,000円、15万7,000円の減。

３項１目運営協議会費24万円、１万1,000円の減。

４項１目趣旨普及費８万円。

次のページ、５項１目特別対策事業費902万5,000円、102万2,000円の増。主に、非常

勤職員賃金348万9,000円、釧路・根室広域地方税滞納整理機構負担金356万6,000円の計

上でございます。

372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９億1,646

万7,000円、9,760万9,000円の増。

２目退職被保険者等療養給付費7,703万5,000円、１億3,470万2,000円の減。１目、２目

とも、それぞれ本年４月より退職被保険者が64歳以下となったことに伴い、現在65歳以

上の退職被保険者が一般被保険者の区分に変更となることに伴う増減でございます。

３目一般被保険者療養費765万9,000円、99万3,000円の増。

４目退職被保険者等療養費48万1,000円、38万5,000円の減。

５目審査支払手数料295万5,000円、2,000円の減。

２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費8,255万6,000円、175万1,000円の増。

次のページ、２目退職被保険者等高額療養費848万3,000円、1,456万円の減。１目、２

目それぞれ本年４月より退職被保険者が64歳以下となったことに伴い、現在65歳以上の

退職被保険者が一般被保険者に区分変更となることに伴う増減でございます。

３項移送費、１目一般被保険者移送費5,000円。
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２目退職被保険者等移送費5,000円。

４項出産育児諸費、１目出産育児一時金945万円、35万円の減。

５項葬祭諸費、１目葬祭費86万円、８万円の減。

、 、 、378ページ ３款１項後期高齢者支援金等 １目後期高齢者支援金１億8,410万4,000円

皆増でございます。本年４月から始まる後期高齢者医療に対する支援金の増でございま

す。

２目後期高齢者関係事務費拠出金２万9,000円、皆増。後期高齢者医療制度の創設に伴

う計上でございます。

、 、 、 。次のページ ４款１項前期高齢者納付金等 １目前期高齢者納付金10万2,000円 皆増

２目前期高齢者関係事務費拠出金２万7,000円、皆増。

次のページ、以下、款番号が繰り下げとなってございます。

５款１項老人保健拠出金、１目老人保健医療費拠出金703万9,000円、２億3,329万4,000

円の減。

２目老人保健拠出金34万6,000円、354万2,000円の減。１目、２目それぞれ本年４月か

ら始まる後期高齢者医療制度へ移行するため、３月診療分及び前年度精算分のみの計上

に伴う減となってございます。

次のページ、６款１項１目介護納付金7,959万円、1,089万円の減、対象者減に伴うも

のでございます。

次のページ、７款１項共同事業拠出金、１目高額医療費拠出金3,882万3,000円、326万

7,000円の増。

２目保険財政共同安定化事業拠出金１億9,194万円、1,531万1,000円の減。１目、２目

とも、それぞれ平成20年度国保連合会における見込み額による計上でございます。

３目その他共同事業拠出金1,000円。

次のページ、８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費709万2,000円、皆増で

ございます。

２項保健事業費、１目保健衛生普及費1,319万4,000円、184万1,000円の増。

次のページ ９款諸支出金 １款償還金及び還付金 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。

次のページ、11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、歳入歳出予算の説明

とさせていただきます。

●議長（南谷議員） 暫時休憩といたします。

午後３時03分休憩

午後３時04分再開
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●議長（南谷議員） 再開いたします。

●税財政課長（佐藤課長） ８ページへお戻り願います。

第２条、歳出予算の流用。

地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流

用することができる場合は、保険給付費内の各項に係る予算額に過不足を生じたときに

おけるこれらの経費の各項間とする。

以上をもちまして、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。

●議長（南谷議員） 暫時休憩といたします。

再開は３時30分といたします。

午後３時04分休憩

午後３時34分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

休憩いたします。

午後３時34分休憩

午後３時35分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） それでは、続きまして冊子の11ページをお開き願いたいと思

います。

議案第３号 平成20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20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5,069万6,000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。

12ページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算でございます。

本表記載のとおり、歳入では４款５項にわたり、歳出では４款４項にわたり、それぞ

れ5,069万6,000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。

399ページをお開き願います。

歳入でございます。
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１款分担金及び負担金、１項分担金、１目水道費分担金41万2,000円、23万5,000円の

減。

２款使用料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料4,087万1,000円、797万3,000円の

減。減の内容につきましては、尾幌地区について上水道区域への移動によるものでござ

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912万1,000円、1,429万円の減。

６款諸収入、１項１目雑入25万円、皆増でございます。

以上で歳入の説明を終わります。

401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1,961万2,000円、６万2,000円の減、３

。 、 。事務事業の計上でございます 職員人件費1,819万1,000円 ２名分の計上でございます

なお、413ページから415ページまで、給与費明細書を添付してございますので、ご参

照願いたいと思います。簡易水道一般13万5,000円、水道料金計算収納128万6,000円。

405ページ、２款水道費、１項１目水道事業費2,850万8,000円、2,218万7,000円の減、

６事務事業の計上で水道事業一般59万1,000円 水質検査266万6,000円 簡易水道施設1,753、 、

万4,000円、水道施設管理経費の計上でございます。主に光熱水費、水道施設管理委託料

となってございます。次のページ、検満及び新設メーター取付事業451万7,000円、片無

去地区配水管布設事業250万円、漏水調査事業70万円の計上でございます。

次のページ、４款１項公債費、１目元金150万2,000円、８万2,000円の増。

２目利子102万4,000円、８万1,000円の減。

なお、416ページに地方債に関する調書を添付してございます。参考にしていただきた

いと思います。

次のページ、５款１項１目予備費５万円の計上でございます。

以上で議案第３号 厚岸町簡易水道事業特別会計の説明を終わります。

本書13ページへお戻り願いたいと思います。

議案第４号 平成20年度厚岸町老人保健特別会計予算でございます。

平成20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１億4,738万7,000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。

14ページ、第１表歳入歳出予算でございます。本表記載のとおり、歳入では５款５項

にわたり、歳出では４款４項にわたり、それぞれ１億4,738万7,000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。

418ページをお開き願います。

なお、歳入歳出予算の前年度比較の大幅増減がございます。この大幅増減につきまし

ては、今年度新たに創設されました後期高齢者医療制度への移行によるものでございま

すので、ご理解賜りたいと思います。
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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7,661万円、５億1,900万3,000円の減、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45万5,000円、393万2,000円の減。

２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目事務費負担金、皆減。

２目医療費負担金4,542万7,000円、３億1,142万4,000円の減。

３款道支出金、１項道負担金、２目医療費負担金1,135万7,000円、7,785万6,000円の減

でございます。

４款繰入金、１項１目一般会計繰入金1,353万6,000円、9,011万4,000円の減でございま

す。

５款諸収入、１項雑入、１目第三者納付金1,000円。

２目返納金1,000円。

以上で歳入の説明を終わります。

420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68万8,000円、282万5,000円の減、２事

務事業の計上でございます 老人保健一般33万6,000円 老人保健事務電算処理35万2,000。 、

円。

、 、 、 。次のページ ２款１項医療諸費 １目医療給付費１億4,080万円 ９億8,309万円の減

２目医療支給費534万円、1,258万4,000円の減。

３目審査支払手数料45万8,000円、393万円の減。

次のページ、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。

次のページ、４款１項１目予備費10万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ります。

本書15ページへお戻り願いたいと思います。

議案第５号 平成20年度厚岸町下水道事業特別会計予算でございます。

平成20年度厚岸町の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

第１条第１項、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６億265万8,000円と定める。

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

によるものでございます。

16ページ、第１表歳入歳出予算でございます。本表記載のとおりでございますが、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６億265万8,000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。

429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、２項負担金、１目水道費負担金1,483万5,000円、21万7,000円

の減。

２款使用料及び手数料、１項使用料、１目下水道使用料7,120万円、1,059万円の増、
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設置戸数300戸増によるものでございます。

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１億円、640万円の減。

５款繰入金、１項１目一般会計繰入金２億3,007万円、2,110万6,000円の増。

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305万1,000円、1,955万9,000円の減、消費税及び地方消費税還付金の減で

ございます。

７款１項町債、１目下水道債１億8,350万円、920万円の減。

以上で歳入の説明を終わります。

431ページをお開き願います。

歳出でございます。

、 、 、 、１款下水道費 １項下水道管理費 １目一般管理費3,152万5,000円 32万5,000円の増

３事務事業の計上でございます。職員人件費2,680万5,000円、３名分の計上でございま

す。

なお、445ページから447ページまで、給与費明細書を添付してございます。参考にし

ていただきたいと思います。

下水道一般264万6,000円、次のページ、下水道事務電算処理207万4,000円。

２目管渠管理費845万9,000円、228万2,000円の増。

３目処理場管理費4,496万6,000円、130万8,000円の増、主に終末処理場運転管理経費の

計上でございます。

次のページ、４目普及促進費373万3,000円、371万5,000円の減、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、水洗化等改造工事費346万2,000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利子補給23万8,000円。

２項下水道事業費、１目公共下水道事業費２億1,113万9,000円、106万4,000円の減、４

事務事業の計上であります。公共下水道事業補助２億円、主に汚水管及び雨水管の整備

でございます。面積にして約８ヘクタールの事業となってございます。

次ページ、公共下水道事業起債320万円、公共下水道事業単独13万3,000円、事業費支

弁人件費1,780万6,000円の計上でございます。

441ページ、３款１項公債費、１目元金１億9,735万円、215万6,000円の増。

２目利子9,448万6,000円、497万2,000円の減。

次のページ、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。

15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、448

ページに債務負担行為に関する調書として掲載しております。参考にしていただきたい
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と思います。

15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。、

18ページをお開き願います。

第３表、地方債。起債の目的欄記載の事業について、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、449ページに地方債に関する調書を添付してございます。参考にしていただきた

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予算の説明を終わります。

19ページへお戻り願います。

議案第６号 平成20年度厚岸町介護保険特別会計予算でございます。

平成20年度厚岸町の介護保険特別会計予算は、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７億9,791万円と定める。

、 、「 」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。

20ページから21ページにわたりますが、第１表歳入歳出予算でございます。本表記載

のとおりでございます。歳入では８款12項にわたり、歳出では７款14項にわたり、それ

ぞれ７億9,791万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。

452ページをお開き願います。

歳入でございます。

１款保険料 １項介護保険料 １目第１号被保険者介護保険料１億4,814万1,000円 350、 、 、

万2,000円の増。65歳以上被保険者の保険料でございます。

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42万円、12万円の減。

３款国庫支出金 １項国庫負担金 １目介護給付費負担金１億3,100万円 1,429万8,000、 、 、

円の減。

２項国庫補助金、１目財政調整交付金3,698万円、733万6,000円の減。合わせて公的負

担分相当でございます。

７目地域支援事業交付金776万円、228万3,000円の増。

４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金2億2,927万6,000円、406万3,000円の

増。40歳から65歳未満の被保険者からの保険料収入でございます。

２目地域支援事業支援交付金222万円、89万3,000円の増。

５款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金１億936万9,000円、1,855万8,000

円の増。公的負担分12.5％分相当でございます。

２項道負担金、２目介護給付費補助金19万円、21万2,000円の減。

３目地域支援事業交付金388万円、114万2,000円の増。

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。
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７款繰入金、１項１目一般会計繰入金１億2,606万2,000円、33万7,000円の減。公的負

担分12.5％分を含めて収支均衡を図るものでございます。

２項基金繰入金、１目介護給付費準備基金繰入金165万7,000円、皆増でございます。

９款諸収入、１項延滞金及び過料2,000円。

２項雑入96万2,000円。主に認定審査会共同設置負担金でございます。

以上で歳入の説明を終わります。

454ページをお開き願います。

歳出でございます。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費1,919万4,000円、172万7,000円の増、３

。 、 。事務事業の計上でございます 職員人件費1,654万5,000円 ２名分の計上でございます

なお、478ページから481ページまで、給与費明細書を添付してございます。参考にし

ていただきたいと思います。

介護保険一般33万9,000円、介護保険事務電算処理231万円、保守点検委託料の計上で

ございます。

２項徴税費、１目賦課徴収費107万8,000円、20万3,000円の減。次のページ、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339万8,000円 28万6,000円の増 主に 委員報酬210万2,000、 。 、

円でございます。

２目認定調査等費441万6,000円、262万2,000円の減。主に手数料、委託料でございま

す。

５項１目計画策定委員会費21万8,000円、皆増でございます。

次のページ、６項１目地域密着型サービス運営委員会費３万1,000円、皆増でございま

す。

450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

３億4,934万8,000円の計上でございます。

２目施設介護サービス給付費３億838万3,000円の計上でございます。

３目居宅介護福祉用具購入費100万円の計上。

４目居宅介護住宅改修費300万円の計上。

５目居宅介護サービス計画費3,716万4,000円。

６目審査支払手数料95万3,000円。

次のページ、２項１目高額介護サービス費1,000万円。

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3,000万円、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の計上でございます。

464ページ、３款１項１目財政安定化基金拠出金70万9,000円、財政安定化基金への拠

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策

事業費393万9,000円、260万9,000円の増。主に、生活機能評価委託料ほかの計上でござ

います。

２目介護予防一般高齢者施策事業費322万3,000円、27万1,000円の増。主に臨時職員賃
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金、一般高齢者介護予防事業委託料の計上でございます。

次のページ、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1,448万

、 、 。 、4,000円 43万7,000円の増 ２事務事業の計上でございます 職員人件費1,349万9,000円

２名分の計上でございます 包括的支援施策98万5,000円 次のページ ２目任意事業費250。 、 、

万3,000円、38万7,000円の増。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。

472ページ、５款１項１目介護給付費準備基金費1,000円。

次のページ、７款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目第１号被保険者介護保険料

還付金1,000円。

２目償還金456万7,000円、介護保険料の不足分を北海道から借り入れを起こした分の

償還金でございます。480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。

476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ります。

22ページへお戻り願いたいと思います。

議案第７号 平成20年度厚岸町介護サービス事業特別会計予算でございます。

平成20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３億884万1,000円と定める。

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

によるものでございます。

23ページ、第１表歳入歳出予算でございます。本表記載のとおりでございますが、歳

入では５款８項にわたり、歳出では２款３項にわたり、それぞれ３億884万1,000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。

484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7,985万9,000

円、1,098万円の増。主に、通所介護収入、短期入所生活介護収入であります。

２目施設介護サービス費収入１億4,626万1,000円、324万6,000円の減。

２項予防給付費収入、１目居宅支援サービス費収入180万2,000円、109万円の減。

３項１目自己負担金収入4,010万5,000円、238万3,000円の増。

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

。 。平成19年度利用実績を勘案しての計上でございます 説明欄記載のとおりでございます

説明を省略させていただきます。

、 、 、 。６款財産収入 １項財産運用収入 １目財産貸付収入11万4,000円 皆増でございます

７款１項寄附金、１目サービス事業費寄附金５万円、3,000円の増でございます。

８款繰入金、１項１目一般会計繰入金3,293万8,000円、733万9,000円の増。

９款諸収入、１項１目雑入763万1,000円、58万7,000円の減。主に、通所介護給食実費

収入312万8,000円、生きがい活動支援通所事業197万9,000円、ほかそれぞれ説明欄記載

のとおりでございます。説明を省略させていただきます。
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以上で歳入の説明を終わります。

488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6,715万

9,000円、310万8,000円の増、５事務事業の計上でございます。職員人件費4,045万5,000

円、３名分の計上でございます。通所介護サービス2,316万6,000円、次のページ、生き

がい活動支援通所サービス197万9,000円、次のページ、身体障害者デイサービス支援41

万6,000円、配食サービス114万4,000円。

494ページ、３目訪問入浴介護サービス事業費610万1,000円、16万2,000円の増、職員人

件費514万9,000円、訪問入浴介護サービス95万2,000円の計上でございます。

４目短期入所生活介護サービス事業費3,323万円、588万9,000円の増、２事務事業の計

。 、 。 、上でございます 職員人件費1,409万2,000円 ２名分の計上でございます 次のページ

短期入所生活介護サービス1,913万8,000円。

７目包括的支援事業費833万4,000円、344万円の増、２事務事業の計上でございます。

職員人件費716万8,000円 １名分の計上でございます 次のページ 包括的支援116万6,000、 。 、

円。

８目障害者介護給付事業費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１億9,364万7,000円 329万7,000、 、

円の増、２事務事業の計上でございます。職員人件費１億4,194万5,000円、10名分の職

員と嘱託職員分の計上でございます。次のページ、施設介護サービス5,170万2,000円、

特別養護老人ホーム運営経費でございます。それぞれ説明欄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。

なお、各科目職員人件費につきましては、506ページから508ページまで、給与費明細

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。

504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７号 厚岸町介護サービス事業特別会計予算の説明を終わ

らせていただきます。

24ページへお戻り願います。

議案第８号 平成20年度厚岸町後期高齢者医療特別会計予算であります。

この会計につきましては、平成18年６月に成立した高齢者の医療の確保に関する法律

により、平成20年４月から老人保健法による医療制度に代り、75歳以上の後期高齢者を

対象とする新たな高齢者医療制度が創設されたことに伴い、本年度、厚岸町後期高齢者

医療特別会計を設置し、当該高齢者医療制度に関する事業の円滑な運営とその経理の適

正を図るものであります。

平成20年度厚岸町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

第１条第１項、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億1,457万1,000円と定める。

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

によるものでございます。

25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
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は３款３項にわたり、歳出では３款４項にわたり、それぞれ１億1,457万1,000円となっ

ております。事項別により説明させていただきます。

510ページをお開き願います。

歳入でございます。

１款１項後期高齢者医療保険料、１目特別徴収保険料6,735万6,000円、おおむね1,200

人分の計上でございます。

２目普通徴収保険料1,667万1,000円、おおむね280名分の計上でございます。

３款繰入金、１項１目一般会計繰入金3,054万2,000円。

５款諸収入、１項延滞金及び過料、１目延滞金1,000円、２目過料1,000円。

以上で歳入の説明を終わります。

512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267万8,000円、一般事務に係る経費の

計上であります。

２項１目徴収費65万2,000円。

次のページ、２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金１億1,114万1,000円、北海

道後期高齢者医療広域連合納付金でございます。

次ページ、４款１項１目予備費。

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８号 厚岸町後期高

齢者医療特別会計予算までの提案理由とさせていただきます。

ちょっと時間をお借りします。

先ほど、各会計予算の説明の前に訂正をさせていただきましたが、訂正漏れがござい

ました。予算書の21ページ、介護保険会計の歳出の表の款、項の５、計画策定員会費、

ここにも委が入ります。21ページ、歳出、総務費の隣の項の欄の５、計画策定員会費に

なっていますが、ここに委員会の委が入ります。大変失礼いたしました。

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８号 厚岸町後期高

齢者医療特別会計予算までの提案理由とさせていただきます。

大変雑駁な説明になりました。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し

上げます。

●議長（南谷議員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） ただいま上程いただきました議案第９号 平成20年度厚岸町水

道事業会計予算の内容について説明をさせていただきます。

予算書１ページをお開き願います。

初めに、第２条、業務の予定量でございます。

給水戸数につきましては5,550戸を予定し、前年度に比べ0.5％の増でございます。年

間総配水量につきましては、134万394立方メートルで、前年度に比べ11.5％の減でござ

います。１日平均給水量につきましては、3,672立方メートルで、前年度に比べ11.5％の

減でございます。
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主な建設改良事業につきましては、配水管布設替事業が５件、3,449万円で、前年度に

比べ20.5％の減でございます。機器等更新事業は４件、1,420万円で、前年度に比べ65.3

％の増でございますが、これはアイカップ給水施設の維持管理の所管がえなどによる事

業費の増でございます メーター設備事業は 新設 検満を合わせて594戸 3,604万2,000。 、 、 、

円で、前年度に比べ30.2％の増でございますが、これは今年度から尾幌地区が上水道区

域となりまして、新設、検満ともにメーター個数の増によるものでございます。

第３条、収益的収入及び支出でございますが、９ページからの予算説明書により説明

申し上げます。

９ページをお開き願います。

初めに、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２億4,292万9,000円の計上で、前年度比4.3％の

減でございます。

１目給水収益では２億4,234万1,000円の計上で、前年度比4.4％の減でございます。

、 、１節水道使用料の内訳につきましては 用途別に説明欄記載のとおりでございますが

減額の主な要因は今年度から尾幌地区及び小島地区を上水道区域に拡張したことで、受

水費の計上がなくなったことによるものでございます。

２目受託工事収益では58万8,000円で、前年度比49.2％の増でございます。新設給水工

事及び給水装置改造工事で70件の設計審査及び工事検査手数料を見込んでおります。

２項営業外収益では656万6,000円の計上でございます。

１目受取利息及び配当金では、普通預金利息として1,000円の計上でございます。

２目他会計補助金では、一般会計補助金として655万6,000円の計上でありますが、こ

れは施設の所管替えによる管理維持費に伴う経費相当分でございます。

４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等の占用

料でございます。

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２億246万円の計上で、前年度比0.1％の減でご

ざいます。

１目原水及び浄水費では4,998万7,000円の計上で、前年度比６％の増でございます。

主なものといたしましては、17節委託料が前年度比14.5％の増、上水道区域拡張に伴う

水質検査委託料、それから施設管理委託料などの増でございます。20節修繕費では、緑

のふるさとポンプ場、アイカップポンプ場の修繕費などが増となっております。21節薬

品費では、前年度比21.9％の減で、これは水処理水量の減少による減額でございます。

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。

２目配水及び給水費では603万9,000円の計上で、前年度比20.1％の減でございます。

主なものといたしましては、17節委託料が前年度比21.5％の減、これは戸別漏水調査件

。 、 、数の減によるものでございます 20節の修繕費につきましても 前年度比19.7％の減で

これは漏水箇所の減少による修繕費の減でございます。

11ページでございます。

４目総係費では5,306万4,000円の計上で、前年度比0.7％の増でございます。主なもの
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は、２節、３節、４節の人件費、これが前年度比12.0％の減、これは水道事業に計上し

ております職員を５名から１名減員いたしまして４名としたものであります。17節委託

料では前年度比70.7％の増ですが、これは水道事業基本計画策定業務委託料の計上でご

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ので、省略させて

いただきます。

12ページをお開き願います。

５目減価償却費では9,156万7,000円の計上で、前年度比2.3％の減でございます。これ

は平成19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す。その他、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180万3,000円の計上で、前年度比17.1％の増でございます。今年

度に有効期間が満了となるメーター器の除却費でございます。

２項営業外費用では4,193万円の計上で、前年度比9.0％の減でございます。

１目支払利息及び企業債取扱諸費では3,794万4,000円の計上で、前年度比7.5％の減で

ございますが、前年度までの企業債の借り入れに対する利息と繰上償還に伴う利息の減

でございます。

３目消費税及び地方消費税では398万6,000円の計上で、前年度比21.0％の減でありま

すが、消費税納付税額の減でございます。

４項予備費、１目予備費では20万円の計上で、前年度同額でございます。

恐れ入ります。１ページにお戻り願います。

次に、第４条の資本的収入及び支出でございますが、再び予算説明書により説明申し

上げます。

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１億6,210万円の計上で、前年度比344.9％の増でご

ざいます。これは説明欄記載のとおり、建設改良に伴う企業債と貸付利息６％台の財政

融資資金繰上償還分でございます。

５項工事負担金、１目工事負担金では442万6,000円の計上で、前年度比15.8％の増で

ございます。これは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212万9,000円の計上で、前年度比31.4％の増ですが、住

の江町通り配水管布設替工事に係る補償金を計上してございます。

14ページをお開き願います。

資本的支出でございます。

１款資本的支出、１項建設改良費では8,519万8,000円の計上で、前年度比6.3％の増で

ございます。

１目建設改良費では4,869万円の計上で、前年度比6.3％の減でございます。内訳は説

明欄に記載のとおりでございますが 住の江町通り配水管布設替工事につきましては 19、 、

年度に引き続き道路改良に伴う布設替工事でございます。住の江町11号線及び湾月町１

、 、 。号線の配水管新設工事は 水圧不足の解消 水需要に対応するための新設でございます

配水管流量計設置工事は、望洋台地区の配水量を計測して、それを伝送して監視を行う

ために設置するものでございます。仕切弁整備工事は、港町地区を重点に老朽化した仕
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切弁を整備するものでございます。アイカップポンプ場監視設備整備工事は、施設の維

持管理に伴う監視設備の整備でございます。末広送水ポンプ場、床潭配水流量計、役場

庁舎監視テレメーター整備工事は、いずれも老朽化による更新でございます。

２目総係費では46万6,000円の計上で、前年度比7.7％の減でございます。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3,604万2,000円の計上で、前年度比30.2％の増でございます。

、 。これは新設メーター器 検満メーター器合わせて609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１億6,932万3,000円の計上で 前年度比330.4、 、

％の増でございます。これは繰上償還分を含む企業債借り入れに関する償還金でござい

ます。

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8,586万6,000円は、過年度分損益勘定

留保資金8,180万9,000円と当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額405万7,000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、企業債でございます。配水管布設替等事業費として4,400万円、借換債として

１億1,810万円、総額１億6,210万円の計上でございます。起債の方法は、普通貸借又は

証券発行でございます。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、消費税及び地方消費税

に不足が生じた場合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できない経費につきましては、職員給与費の

3,387万9,000円でございます。

第８条の他会計からの補助金につきましては、水道事業運営のため一般会計からの補

助金655万6,000円を計上するものでございます。

第９条のたな卸資産の購入限度額につきましては、1,413万3,000円と定めるものでご

ざいます。

３ページから４ページは予算実施計画、それから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ページにかけまして貸借対照表及び損益計算

書でございますが、説明は省略させていただきます。

以上が平成20年度厚岸町水道事業会計予算の内容でございます。

ご審議の上、ご承認を賜りますようよろしくお願いいたします。

●議長（南谷議員） 病院事務長。

●病院事務長（斉藤事務長） それでは、議案第10号 平成20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20年度厚岸町病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

第２条、業務の予定量であります。病床数は98床、患者数でありますが、入院患者は
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年間延べ患者数２万7,370人、１日平均75人、外来患者は６万4,660人、１日平均265人を

見込むものであります。

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2,030万円、建設工事

事業として400万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13億2,312万9,000円の計上で、前年

比0.6％の増。

１項医業収益では10億5,309万円の計上で、前年比0.5％の増であります。これは１目

入院収益で５億4,796万円の計上で、前年比0.8％の減、２目外来収益で４億4,984万円の

計上で、前年比1.6％の増、これら入院・外来患者数につきましては平成19年度の実績見

込みから、１日平均入院で６名、外来で９名の増加を見込んでおります。医業費用、支

出に合わせた医業収益の計上になっております。

３目その他医業収益では5,529万円の計上で、前年比5.5％の増。

２項医業外収益では２億7,003万9,000円の計上で、前年比１％の増。これは１目受取

利息及び配当金で１万5,000円の計上。

２目患者外給食収益で172万5,000円の計上で前年比４％の減。

３目その他医業外収益で686万円の計上で、前年比1.4％の減。

４目他会計補助金では２億6,143万8,000円の計上で、前年比1.1％の増。

５目雑収益では1,00円の計上であります。

11ページをご覧願います。

次に、収益的支出であります。

１款病院事業費用では13億2,300万9,000円の計上で、前年比0.6％の増。

１項医業費用では12億1,971万6,000円の計上で、前年比1.5％の増。

１目給与費では７億1,361万2,000円の計上で、前年比1.1％の増であります。これは１

節給料で２億7,457万1,000円の計上で、前年比2.4％の増、２節職員手当等では２億240

万2,000円で前年比4.4％の増、３節法定福利費では１億4,225万3,000円で前年比0.2％の

減、主な内容につきましては医師６名、看護師40名、医療技術員14名、事務員５名、技

術員１名 計66名で 前年度当初予算と比較いたしますと１名の職員増と独自給与削減0.5、 、

％も含め、さらには定期昇給などの増を見込むものであります。４節賃金では9,419万

9,000円で、前年比677万9,000円、6.7％の減でありますが、主に外科臨時医師１名の減

によるものであります。５節報酬では18万7,000円の計上。

２目材料費では１億8,714万8,000円の計上で、前年比2.6％の減、入院・外来患者数の

収益に見合う薬品費、診療材料費などの計上であります。内容につきましては、節説明

欄記載のとおりであります。

12ページをお開き願います。

３目経費では２億5,691万4,000円の計上で前年比６％の増、これは１節厚生福利費249

、 、万6,000円で前年比較1,000円の増 ２節旅費交通費では844万4,000円で前年比8.8％の増

３節消耗品費で398万8,000円で前年比2.3％の増、４節消耗備品費46万円、５節光熱水費
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1,951万1,000円で前年と同額の計上でございます。６節燃料費2,234万5,000円で前年比

24.7％の増、７節食糧費２万円は前年と同額の計上、８節印刷製本費130万5,000円で前

年比39.1％の増 ９節手数料517万9,000円で前年比2.8％の減 10節通信運搬費143万8,000、 、

円で前年と同額計上 11節保険料226万9,000円で前年比0.6％の増 12節修繕費950万円 13、 、 、

節職員被服費14万3,000円は前年と同額の計上でございます。14節使用料4,094万7,000円

で前年比1,444万円、54.5％の増であります。主に平成19年度に更新をいたしました病院

の医事会計処方コンピュータシステム、さらには検査システムによる増であります。15

節委託料１億3,289万9,000円、前年比696万5,000円、５％の減でございますけれども、こ

の内容につきましては２階療養病床区分変更により、介護・看護補助者数の見直しによ

る減であります。

13ページをご覧願います。

、 、16節交際費130万円で前年と同額計上 17節負担金413万7,000円で前年比146万8,000円

55％の増でございますが、内容につきましては消化器内科及び外科手術応援派遣負担金

の増を見込むものであります。18節諸会費42万8,000円で前年比18.6％の増、19節雑費10

万5,000円で前年比10.3％の減の計上であります。

以上が３目経費でございますけれども、今まで進めてきた経費節減を継続しながら、

平成19年度の決算見込みを勘案しての計上でございます。

４目減価償却費では5,333万3,000円で、年度中に償却をしなければならない経費でご

ざいます。

14ページをお開き願います。

５目資産減耗費では228万4,000円の計上、前年比7.2％の減。

６目研究研修費では442万5,000円の計上で、前年比19.8％の増、医師及び医療技術員

、 。の増に伴うものでございまして 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１億299万3,000円の計上で、前年比8.2％の減。

１目支払利息及び企業債取扱諸費では8,242万4,000円の計上で、前年比4.1％の減。こ

れは１節企業債利息7,845万2,000円で前年比4.1％の減、２節一時借入金利息397万2,000

円で前年比４％の減でございます。

２目医療技術員確保対策費では100万円の計上で600万円の減。北海道地域医療振興財

団過疎地勤務医派遣２名の負担制度終了に伴う減でございます。

３目雑損費では1,314万1,000円の計上で、前年比2.2％の増。

４目消費税及び地方消費税では210万円の計上で、前年比５％の増でございます。

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、それぞれ前年と同額計上でございます。

15ページをご覧願います。

資本的収入であります。

１款資本的収入、１項補助金では１億1,851万円の計上で、前年比９％の減。

１目他会計補助金では9,651万円の計上で、前年比0.6％の増。

２目国庫補助金では1,900万円の計上で、前年比44.7％の減。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。

３目その他補助金では300万円の計上て、管理ボイラー整備に係ります産炭地域整備基



- 64 -

金からの助成金であります。

次に、資本的支出であります。

１款資本的支出では１億1,856万円の計上、１項建設改良費2,430万円の計上、１目固

定資産購入費では2,030万円で前年比43.8％の減。内容につきましては記載のとおりでご

ざいます。

、 。２目建設工事費400万円の計上で 管理用ボイラー取り替え工事を行うものであります

２項１目企業債償還金では9,426万円の計上で、前年比0.2％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とさせていただきます。

２ページにお戻り願います。

第５条、一時借入金でございますが、一時借入金の限度額を６億円と定めるものであ

ります。前年度から比べ２億円の減額であります。

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７億1,361万2,000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３億5,794万8,000円、前

、 、年と比較して343万5,000円の増額で 内容につきましては記載のとおりでございますが

病院事業運営不採算部門及び資本的支出に対しての一般会計からの補助金であります。

第８条、たな卸資産購入限度額でありますが、２億2,611万1,000円と定めるものであ

ります。

第９条、重要な資産の処分でありますが、種類は器械備品、名称は血液ガス電解質分

析装置、数量は１台を廃棄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、さらに16ページから20ページまでは平成20年度予定貸借対照表と平

成19年度の予定損益計算書、さらには予定貸借対照表であります。

18ページをお開き願いたいと存じます。

18ページ、下段から６行目でございます。平成19年度の経常利益として2,999万円を予

定しております。一番下の欄、当年度末処理欠損金、累積赤字は９億8,813万1,000円と

なる予定であります。その他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。

以上、大変雑駁な説明でありますが、議案第10号 平成20年度厚岸町病院事業会計予

算の提案理由の説明とさせていただきます。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（南谷議員） 本10件の審査方法についてお諮りいたします。

本10件の審査方法については、議長を除く15人の委員をもって構成する平成20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（南谷議員） ご異議なしと認めます。
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よって 本10件の審査方法については 議長を除く15人の委員をもって構成する平成20、 、

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

しました。

本会議を休憩いたします。

午後４時38分休憩

午後４時47分再開

●議長（南谷議員） 本会議を再開いたします。

●議長（南谷議員） 本日の会議はこの程度にとどめ、あすに延会したいと思いますが、

これにご異議ございますか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

よって、本日はこの程度にとどめ、あすに延会いたします。

午後４時48分延会

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

平成２０年３月５日

厚岸町議会

議 長

署名議員

署名議員


