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厚岸町議会 第１回定例会

平成21年３月９日

午後１時00分開会

●議長（南谷議員） ただいまより平成21年厚岸町議会第１回定例会を続会いたします。

●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、５番、中川議員、６番、佐齋議

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 午前中に第３回の議会運営員会を開催いたしましたのでご報告申し上げます。

議件についてでありますが、追加議案２件であります。議案第34号 平成20年度厚岸

町一般会計補正予算、議案第35号 平成20年度厚岸町介護保険特別会計補正予算、両議

案の審査につきましては、現在設置されております平成20年度各会計補正予算審査特別

委員会に付託し、会期中の審査をすることとなりました。

以上、議会運営委員会の報告といたします。

●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 議案第34号 平成20年度厚岸町一般会計補正予算 議案第35（ ） 、 、

号 平成20年度厚岸町介護保険特別会計補正予算、以上２件を一括議題とします。

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34号 平成20年度厚岸町一般

会計補正予算及び議案第35号 平成20年度厚岸町介護保険特別会計補正予算の提案説明

をさせていただきます。

初めに、議案第34号 平成20年度厚岸町一般会計補正予算（７回目）の提案理由をさ

せていただきます。

国の平成20年度一般会計補正予算第２号、いわゆる第２次補正予算にかかわる関連法
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案が３月４日成立したところでございます。今回の補正予算の内容でございますが、こ

の予算関連法案成立に伴う定額給付金、子育て応援特別手当の給付及び支給並びに地域

活性化生活対策臨時交付金にかかわる事業費などの所要額の増額補正が主な内容でござ

います。

議案書の１ページでございます。平成20年度厚岸町一般会計補正予算（７回目）でご

ざいます。

平成20年度厚岸町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ございます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４億4,201万1,000円を追加し、歳入歳出の総

額を歳入歳出それぞれ82億5,830万8,000円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

２ページをお開き願います。

第１表でございます。

歳入歳出予算補正でありますが、記載のとおり、歳入では３款３項、歳出では８款12

項にわたり、それぞれ４億4,201万1,000円の増額補正でございます。

事項別に説明させていただきます。

６ページをお開き願います。

歳入でございます。

11款１項１目１節地方交付税1,185万円の増、特別交付税でございます。

15款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、１節総務管理費補助金４

億2,118万1,000円の増でございます。地域活性化・生活対策臨時交付金２億4,146万2,000

円、平成21年２月26日付、総務省からの内定通知を受けまして予算計上するものでござ

います。定額給付金給付事務費補助金502万3,000円、定額給付金給付事業費補助金１億

7,469万6,000円、それぞれ定額給付金給付事業に対する交付金の計上でございます。

２目民生費国庫補助金、２節児童福祉費補助金、子育て応援特別手当交付金648万円。

子育て応援特別手当支給に対する交付金の計上でございます。

22款１項町債、４目農林水産業債、１節農業債250万円の増。道営大別地区畑地帯総合

。整備事業について起債の追加発行が認められたことに伴う増額補正の計上でございます

以上で歳入の説明を終わります。

続いて、８ページ、歳出でございます。

２款総務費、１項総務管理費、４目情報化推進費1,000万円の増。町のホームページリ

ニューアルに伴うシステム導入委託料でございます。

８目財政管理費250万円の増、地域づくり推進基金積立金でございます。

13目諸費１億7,971万9,000円の増。それぞれ８ページから10ページにわたりますが、

説明欄記載のとおり、定額給付金給付にかかわる事務費及び給付費に要する経費の計上

でございます。定額給付金の給付対象者総数、約１万1,000人、２月１日現在、住民基本

台帳、外国人登録数によるものでございます。

12ページ、３款民生費、１項社会福祉費、４目老人福祉費115万2,000円の増。介護保

険特別会計繰出金83万5,000円の減でございます。緊急通報装置整備事業として198万
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7,000円、15台分の計上でございます。

２項児童福祉費、２目児童措置費648万円の増。それぞれ説明欄記載のとおり、子育て

応援特別手当支給に要する経費の計上でございます。特別手当支給対象者は約180人を見

込んでございます。

４目児童福祉施設費2,039万3,000円の増。保育所における屋根、外壁などの施設改修

費の計上でございます。ちなみに、真龍保育所屋根張りかえ、582万1,000円、厚岸保育

所、外壁、ペアガラス改修、558万9,000円、同じく、電気暖房設備改修、325万2,000円、

宮園保育所 電気暖房設備改修 302万2,000円 太田へき地保育所 外壁改修 252万9,000、 、 、 、 、

円、これは概算工事費でございます。

14ページ、４款衛生費、１項保健衛生費、５目病院費2,493万8,000円の増。病院事業

会計負担金でございます。医療遠隔システム導入経費の計上の負担金でございます。

、 、 、 、 。16ページ ５款農林水産業費 １項農業費 ５目農地費 財源内訳補正でございます

６目牧野管理費1,172万3,000円の増。町営牧場管理用車両の購入費でございまして、

オートバイ２台、トラクター１台の購入費でございます。

18ページ、６款１項商工費、２目商工振興費15万円の増。厚岸町商店会と湖北地区商

業連合会が連携して発行するプレミアつき商品券にかかる事務費への補助金でございま

す。

20ページ、７款土木費、２項道路橋梁費、２目道路新設改良費5,100万円の増。奔渡町

港通り600万円及び港町地区冠水対策4,500万円の事業費の計上でございます。

３項河川費、１目河川総務費1,700万円の増。尾幌２号川支流転落防止柵改修費の計上

でございます。

６項住宅費、２目住宅管理費9,789万9,000円の増。町営住宅施設整備費として5,389万

9,000円。ちなみに、奔渡団地物置建築、木造７棟40戸分、1,123万5,000円。宮園団地、

地デジ対応ブースター設置175万円でございます 10台分 梅香 奔渡団地 風呂釜改修96、 。 、 、

台分 907万3,000円 100台分 梅香 奔渡団地 換気扇設置 112戸 328台 2,666万5,000、 、 。 、 、 、 、 、

、 。 、 、 。 。円 268台 梅香団地 流し台改修40台 577万6,000円 同じく概算工事費でございます

旧教職員住宅、町営住宅ほか老朽町有施設の解体撤去費4,400万円の計上でございます。

奔渡、梅香、門静、住の江教員住宅14棟15戸。上尾幌、奔渡町営住宅５棟20戸、旧末広

生活館でございます。

22ページ、８款１項消防費、２目災害対策費625万7,000円の増。災害避難場所におけ

。 、 、 、る太陽電池灯等及び避難施設整備費の計上でございます 太陽電池灯３基 松葉 床潭

末広 45万7,000円 避難施設 これはプレハブでございます １棟 これは床潭地区 193、 。 、 、 、 、

万3,000円でございます、いずれも概算でございます。

24ページ、９款教育費、２項小学校費、２目学校管理費80万円の増、真龍小学校グラ

ウンド照明機器、これは投光器４台の設置費の計上でございます。

６項保健体育費、３目温水プール運営費1,200万円の増。温水プール暖房ボイラー改修

費の計上でございます。

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、繰越明許費の補正でございます。
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繰越明許費の追加は 「第２表 繰越明許費補正」による。、

３ページをお開き願います。

、 、 。 、 、第２表 繰越明許費補正 追加でございます 表のとおり ７款11項15事業について

平成20年度から平成21年度へ繰り越すものでございます。第２表、追加でございます。

２款総務費 １項総務管理費 情報通信機器整備事業1,000万円 定額給付金給付5,916、 、 、

万8,000円。３款民生費、１項社会福祉緊急通報装置整備事業198万7,000円。

２項児童福祉費、子育て応援特別手当221万7,000円、保育所施設整備事業2,039万3,000

円。

４款衛生費、１項保健衛生費、病院事業会計2,493万8,000円。

５款農林水産業費、１項農業費、町営牧場管理用車両整備事業1,172万3,000円。

７款土木費、２項道路橋梁費、奔渡町港通り整備事業600万円、港町地区冠水対策事業

4,500万円。

３項河川費、尾幌２号川支流整備事業1,700万円。

、 、 。６項住宅費 町営住宅施設整備事業5,389万9,000円 町有施設解体整備事業4,400万円

８款１項消防費、災害避難場所整備事業625万7,000円。

９款教育費、２項小学校費、真龍小学校屋外運動場設備整備事業80万円。

６項保健体育費、温水プール暖房設備整備事業1,200万円。

再び１ページへお戻り願います。

第３条、地方債の補正でございます。

、 。 、事業名 公有林整備事業の利率についてでございます 補正前を５％以内とあるのを

５％以内、ただし、利率見直し方式で借り入れる地方公営企業等金融機構資金について

、 。利率の見直しを行った後においては 当該見直し後の利率と変更するものでございます

なお、限度額、起債の方法、償還の方法については変更はございません。

以上をもちまして、議案第34号 平成20年度厚岸町一般会計補正予算の説明を終わら

せていただきます。

続きまして、議案第35号 平成20年度厚岸町介護保険特別会計補正予算の説明に移ら

せていただきます。

議案第35号 平成20年度厚岸町介護保険特別会計補正予算（４回目）でございます。

平成20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ございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ83万5,000円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億4,110万9,000、

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ございますが、歳入では２款３項、歳出では１款１項にわたり、

それぞれ83万5,000円の増額でございます。

事項別によりご説明させていただきます。

４ページをお開き願います。
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歳入でございます。

３款国庫支出金、１項国庫補助金、８目１節介護従事者処遇改善臨時特例交付金83万

5,000円の増、交付決定による増額でございます。

７款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金83万5,000円の減。

２項基金繰入金、２目介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金、１節第１号被保険者

保険料軽減分繰入金83万5,000円の増。これは、さきに説明いたしました介護従事者処遇

改善臨時特例交付金の増額決定を受けまして、基金からの繰り入れをするものでござい

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。

６款１項１目介護従事者処遇改善臨時特例基金費83万5,000円の増。歳入でご説明させ

、 、ていただきましたが 介護従事者処遇改善臨時特例交付金の増額交付決定を受けまして

当該基金へ積み立てるものでございます。

以上をもちまして、議案第34号 平成20年度厚岸町一般会計補正予算及び議案第35号

平成20年度厚岸町介護保険特別会計補正予算の説明を終わらせていただきます。

大変雑駁な説明でございますが、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） 本２件の審査方法についてお諮りいたします。

本２件の審査方法については、平成20年度各会計補正予算審査特別委員会に付託し、

会期中に審査いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（南谷議員） ご異議なしと認めます。

本２件の審査方法については、平成20年度各会計補正予算審査特別委員会に付託し、会期

中に審査することに決定しました。

●議長（南谷議員） 本日の会議はこの程度にとどめ、明日に延会したいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（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、明日に延会いたします。

午後１時21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。
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平成２１年 ３月 ９日

厚岸町議会

議 長

署名議員

署名議員


