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厚岸町議会 第３回定例会

平成24年９月７日

午前10時00分開会

●議長（音喜多議員） ただいまから、平成24年厚岸町議会第３回定例会を続会いたしま

す。

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（音喜多議員） 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、６番、堀議員、７番、金橋

議員を指名いたします。

●議長（音喜多議員） 日程第２、議会運営委員会報告を行います。

委員長の報告を求めます。

９番、南谷委員長。

●南谷委員長 昨日、午後３時５分より第９回議会運営委員会を開催しましたので、その

内容について報告をいたします。

町長提出の追加議案第63号、第64号、第65号の３件でありますが、財産の取得につい

てであります。審査方法は、いずれも本会議において、平成24年度各会計補正予算審議

の後、審査することに決定いたしました。

以上、議会委員会報告といたします。

●議長（音喜多議員） 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（音喜多議員） 日程第３、議案第56号 厚岸町暴力団の排除の推進に関する条例

の制定についてを再び議題といたします。

議案第56号の審査については、条例審査特別委員会を設置し、これに付託し審査を求

めていたところ、今般、審査結果が委員長からなされております。

委員長からの報告を求めます。

10番、谷口委員長。

●谷口委員長 条例審査特別委員会に付託されておりました議案第56号 厚岸町暴力団の

排除の推進に関する条例の制定についての審査につきましては、昨日、本委員会を開催

し、慎重に審査の結果、原案のとおり可決すべきものと決定しましたので、ここにご報

告申し上げます。

以上、審査報告といたします。
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●議長（音喜多議員） お諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ありません

か。

（「異議あり 異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議ありですが、討論ありますか。

（「ありません」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議がありますので、これより起立による採決を行います。

お諮りいたします。

本案に賛成の議員の起立を求めます。

（起立者多数）

●議長（音喜多議員） 着席ください。

出席議員数10人、そのうち起立者数９人。

起立多数であります。

よって、本案は、可決されました。

●議長（音喜多議員） 日程第４、議案第57号 平成24年度厚岸町一般会計補正予算、議

案第58号 平成24年度厚岸町国民健康保険特別会計補正予算、議案第59号 平成24年度

厚岸町簡易水道事業特別会計補正予算、議案第60号 平成24年度厚岸町介護保険特別会

計補正予算、議案第61号 平成24年度厚岸町介護サービス事業特別会計補正予算、議案

第62号 平成24年度厚岸町後期高齢者医療特別会計補正予算、以上６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（小島課長） ただいま上程いただきました議案第57号 平成24年度厚岸町

一般会計補正予算から、議案第62号 平成24年度厚岸町後期高齢者医療特別会計補正予

算の提案理由を説明させていただきます。

議案書の１ページでございます。

平成24年度厚岸町一般会計補正予算（２回目）。

平成24年度厚岸町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条、第１項、歳入歳出予算の補正でございます。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ7,470万9,000円を追加し、歳入歳出予算の
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総額を歳入歳出それぞれ78億900万8,000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ページから３ページまで。

第１表、歳入歳出予算補正であります。歳入では７款10項、歳出では11款22項にわたっ

て、それぞれ7,470万9,000円の増額補正でございます。

事項別によりご説明させていただきます。

10ページをお開き願います。

歳入でございます。

15款国庫支出金、１項国庫負担金、４目災害復旧事業費国庫負担金、４節文教施設災

害復旧費負担金、276万8,000円の増。内訳は厚岸小学校、真龍中学校、太田中学校の災

害復旧事業負担金について記載のとおりでございます。去る５月６日発生の落雷により、

各学校の暖房設備制御機器などに被害が発生し、その復旧費について文部科学省の負担

金内定通知を受けての補正計上でございます。

２項国庫補助金、３目衛生費国庫補助金、１節保健衛生費補助金、16万9,000円の減。

疾病予防対策事業費等補助金、事務執行に伴う交付見込額の減によるものでございます。

６目土木費国庫補助金、１節道路橋梁費補助金741万6,000円の減、社会資本整備総合交

付金、歳出、道路橋梁維持費の建設機械等整備事業の契約額確定に伴う減額補正であり

ます。

３項委託金、１目総務費委託金、２節戸籍住民登録費委託金、25万円の増。外国人登

録事務委託金４万1,000円の増、交付決定による補正計上でございます。中長期在留者住

居地届出等事務委託金20万9,000円、新規計上。７月９日から事務執行に伴う交付決定に

よる補正計上でございます。

16款道支出金、２項道補助金、３目衛生費道補助金、１節保健衛生費補助金、24万6,000

円の増。地域自殺対策緊急強化推進事業補助金、本年度に新設され、歳出、心の健康対

策に100％充当の補助金でございます。４目農林水産業費道補助金、５節水産業費補助金

140万円の増。地域づくり総合交付金養殖事業、新規計上。交付内示により、水産増養殖

調査研究の財源としての計上でございます。５目商工費道補助金、１節商工費補助金325

万円の増。消費者行政活性化事業補助金75万円、新規計上。歳出の消費生活食の安全・

安心に充当する補助金でございます。地域づくり総合交付金商工振興250万円、新規計上。

交付内示により、中小企業振興計画策定の財源としての計上でございます。

３項委託金、１目総務費委託金、５節統計調査費委託金、11万3,000円の増。経済セン

サス交付金の交付決定による増額でございます。

17款財産収入、２項財産売払収入、６目有価証券売払収入、１節出資証券返還金収入、36

万9,000円の増。北海道漁船海岸救済基金協会出資返還金でございます。同協会の解散に

伴うものでございます。

18款、１項寄附金、１目、１節一般寄附金、９万9,000円の増。補正額10万円、住の江、

小杉力男様でございます。４目衛生費寄附金、１節環境政策費寄附金６万2,000円、イオ

ン北海道株式会社様でございます。

20款、１項、１目繰越金、前年度繰越金、1,710万2,000円の増。補正財源調整のため
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の計上であります。

21款諸収入、６項雑入、２目、１節過年度収入、81万2,000円の増。説明欄記載のとお

り、前年度の国庫及び道負担金の精算確定に伴う追加交付の補正計上でございます。３

目、３節雑入5,902万3,000円の増。主な内容は、生き生きふるさと推進事業助成金、企

画150万円、同養殖事業100万円、それぞれ企画分は姉妹都市提携30周年記念事業に100万

円、まちおこし補助金の町民花火大会に50万円、養殖事業は水産増養殖調査研究に助成

金の決定に伴う補正計上でございます。釧路産炭地域活性化事業費補助金のうち、特用

林産振興、漁港管理、養殖事業、食文化振興は、当初予算では従来の３分の２の助成率

で計上しておりましたが、本年度から助成率を90％に引き上げたことによる増額補正で

あります。また、商工振興の4,800万円は、歳出、商工振興の新産業創造等助成事業の充

当財源として新規計上であります。

22ページ。22款、１項町債、６目土木債、２節道路橋梁債、440万円の減。建設機械等

整備事業辺地は、契約額確定に伴う減額補正であります。９目災害復旧費、４節文教施

設災害復旧費120万円、新規計上。去る５月６日発生の落雷により、各学校の暖房設備制

御機器などに故障が発生した復旧の充当財源として、災害復旧事業債の補正計上でござ

います。

以上で、歳入の説明を終わります。

１４ページ、歳出でございます。

１款、１項、１目議会費、174万円の減。町村議会議員存続共済会の本年度負担金が1,617

万5,000円に決定したことによる減額補正であります。

２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、26万9,000円の増。庁舎町民広場建築

基準法に基づく３年に１回の役場庁舎の非常用照明や、機械換気設備調査などの定期調

査を委託するものでございます。４目情報化推進費636万円の増。総合行政情報システム14

万7,000円の増、システム機器類の修繕料であります。厚岸情報ネットワーク13万3,000

円の増、主にＮＴＴ柱への共架本数増による共架料でございます。厚岸情報ネットワー

ク設備整備事業608万円の増。内容は、厚岸情報ネットワークの光回線ケーブルについて、

ＮＴＴ柱の移設移転に伴う共架変更352万8,000円、ＮＴＴ柱撤去に伴う移設24万1,500円、

北電柱の立てかえに伴う共架変更61万9,500円、桜通り道路工事に伴う移設169万500円で

ございます。６目行政管理費３万6,000円の増。町史編さん審議会２万5,000円の増。16

ページ。町史編さん１万1,000円の増、それぞれ内訳説明欄記載のとおりであります。10

目企画費、補正額ゼロ。２事務事業の財源内訳補正であります。12目車両管理費44万3,000

円の増、公用車管理71万7,000円の増、主に公用車の修繕料の計上でございます。公用車

整備事業27万4,000円の減、主に購入費、入札執行に伴う減でございます。

３項、１目戸籍住民登録費、５万2,000円の増。戸籍住民基本台帳財源内訳補正、同じ

く出張所５万2,000円の増、内訳は説明欄記載のとおりであります。

５項統計調査費、１目統計調査総務費、11万4,000円の増。18ページ。経済センサス11

万4,000円の増、道委託金の増に伴う所要額の補正でございます。

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、11万9,000円の増。保健福祉総合

センター、健康広場施設内の誘導灯修繕料の計上でございます。２目心身障害者福祉費26

万円の増、心身障害者福祉一般、平成23年度に交付された障害者自立支援給付費国庫負
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担金等の精算に伴う返還金であります。４目老人福祉費56万7,000円の増、福祉バス運行28

万5,000円の増、主に車両消耗品費の増でございます。介護サービス事業特別会計28万

2,000円の増、介護サービス事業特別会計への繰出金の計上であります。８目社会福祉施

設費18万9,000円の増、集会所、主に施設用備品購入費の増でございます。

２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、125万2,000円の増。20ページ。児童福祉一般

施設保育所運営費、若松保育所において、障がい児受け入れによる保育士増員に伴う運

営費補助金を増額するものでございます。４目児童福祉施設費52万3,000円の増、真竜保

育所318万円の増、宮園保育所265万7,000円の減、それぞれ入所児童の増減に伴う臨時保

育士賃金の増減補正でございます。５目児童館運営費215万9,000円の減、友遊児童館正

職員の配置に伴う非常勤職員賃金の減でございます。

４款衛生費、１項保健衛生費、１目衛生予防費、33万6,000円の増。有害動物対策21万

円の増。22ページ。病床媒介動物対策12万6,000円の増、それぞれノイヌ及び野キツネ駆

除の増加に伴う奨励金の増額補正でございます。２目健康づくり費610万円の増、健康づ

くり一般337万3,000円の増、主に保健師の出産・育児休暇に伴う臨時保健師賃金の計上

でございます。予防接種270万3,000円の増、主にポリオのワクチン接種が集団接種の生

ワクチンの２回経口接種から、不活化ワクチンを個別に４回注射接種にする方法に変わ

ることによる増額補正でございます。保健福祉総合システム修正委託料78万8,000円は、

新たな予防接種の履歴管理に対応するために、同システムを修正するものでございます。

予防保健22万2,000円の減、検診手帳を印刷製本としないで、既製品を消耗品で購入す

ることによる予算の増減でございます。心の健康対策24万6,000円、新規計上。道補助金

を受けて、心の健康うつ対策講演会を開催する経費の計上でございます。

24ページ。４目水道費103万5,000円の増、簡易水道事業特別会計への繰出金の計上で

ございます。２項環境政策費、１目環境対策費、10万円の増、環境対策寄附金を財源と

して、環境保全基金への積み立てでございます。

５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、93万8,000円の増。農業委員会66

万1,000円の増、11月に実施予定の農業委員会、道内先進地視察に係る経費でございます。

農業委員会事務局２万7,000円の増、先進地視察に職員が同行する旅費の計上でございま

す。農業後継者対策22万1,000円の増、釧路太田農協と連携して新農業人フェアに職員が

参加して、新規就農者の希望を持つ人に受け入れ態勢などの説明やＰＲをするための旅

費の計上でございます。農地保有合理化事業等業務委託２万9,000円の増、事務費の計上

でございます。５目農地費７万2,000円の増、町営牧場管理用機械整備事業交付金申請な

どに伴う旅費の補正計上であります。

26ページ。農業施設費12万7,000円の増、農業農村活性化施設尾幌酪農ふれあい館、浄

化槽の経年劣化による修繕料の計上でございます。８目農業水道費23万4,000円の減、水

質検査13万4,000円の減、農業水道施設９万8,000円の減、検満及び新設メーター整備事

業と漏水調査事業は財源内訳補正、水質検査機器整備事業2,000円の減、それぞれ説明欄

記載のとおり契約執行などによる減額補正でございます。

２項林業費、５目特用林産振興費、28万5,000円の減。きのこ菌床センター７万8,000

円の増、施設修繕費の計上でございます。28ページ。きのこ菌床センター整備事業36万

3,000円の減、事業執行に伴う減額補正でございます。
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３項水産業費、３目漁港管理費、15万6,000円の増。漁港施設23万4,000円の増、門静

地区船揚場に設置する簡易水洗トイレの借上料でございます。厚岸漁港休憩施設整備事

業７万8,000円の減、主に委託料の入札執行に伴う減額補正でございます。５目養殖事業

費284万6,000円の増、カキ種苗センター67万1,000円の増、老朽化した施設用備品購入費

の計上、及び執行見込みに伴う減額補正でございます。カキ種苗生産９万1,000円の増、

次ページにわたり内訳説明欄記載のとおりであります。水産増養殖調査研究208万4,000

円の増、北海道の地域づくり総合交付金140万円と北海道市町村振興協会の生き生きふる

さと推進事業助成金100万円を受けて、水産増養殖の調査研究予算を計上するものであり

ます。

６款、１項商工費、１目商工総務費、80万5,000円の増。商工施設３万3,000円の増、

暮らしの交流広場外灯の修繕費であります。消費生活13万2,000円の増、主に消費生活相

談員の研修旅費でございます。食の安全・安心64万円、新規計上。食の安全・安心セミ

ナー開催経費でございます。２目商工振興費4,773万8,000円の増。32ページ。中小企業

振興計画策定26万2,000円の減、契約委託による減額補正であります。新産業創造等助成

事業4,800万円、新規計上。町内事業者が設立した会社が行うエアハウス水耕栽培事業に

対して、釧路産炭地域活性化事業費補助金を申請しており、交付決定となった場合、そ

の財源をもとに同事業に対して助成する予算の計上でございます。３目食文化振興87万

8,000円の増、物産交流宣伝17万5,000円の増、旅客ターミナル、道の駅6,000円の減、そ

れぞれ説明欄記載のとおりであります。厚岸味覚ターミナル整備事業70万9,000円の増、

新たに調理場換気設備の老朽化に伴う更新費の補正計上でございます。４目観光振興費54

万1,000円の減、観光宣伝、観光パンフレットの作製費の一部を減額し、第２条、債務負

担行為を設定して、翌年度にまたがる執行に振り返るものでございます。５目観光施設

費126万6,000円の増、その他観光施設補正の減。次ページ。子野日公園桜保全事業127万

1,000円、新規計上。道内では非常に珍しい八重桜である須磨浦普賢象が、既設のビニー

ルハウスでは成長により手狭になったため、現在の普賢象ハウスを改修して育成するた

めの予算計上でございます。

７款土木費、１項土木管理費、２目土木車両管理費、262万3,000円の増。車両管理、

土木車両の修繕料の計上でございます。

２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費、1,209万4,000円の減。道路橋梁管理69万7,000

円の増、道路補修用の採石購入でございます。建設機械等整備事業1,279万1,000円の減、

契約額確定による減額補正でございます。

６項住宅費、１目建築総務費、153万3,000円の増。建築一般、職員の退職に伴う臨時

職員賃金の補正計上でございます。

36ページ。８款、１項消防費、２目災害対策費、567万8,000円の増。災害対策46万6,000

円の増、主に移動系防災行政無線機増設に伴う免許取得経費でございます。海抜標示整

備事業229万8,000円、新規計上。町民の津波避難に対する意識の高揚、来町者への啓発、

人的津波被害の軽減を図るため、町内各所に海抜標示をする経費の計上でございます。

避難階段整備事業291万4,000円、新規計上。門静神社裏山、桜通り横頂上高台、床潭中

央高台の３カ所への避難階段の整備費の計上でございます。

９款教育費、１項教育総務費、３目教育振興費、44万円の増。高等学校教育支援、厚
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岸翔洋高校の若潮寮が、本年度の入寮生が５人と少ないことから寮費だけでは運営費が

賄えず、町に助成を求められたことから、本年度の寮運営を円滑にするための助成金と

して補正計上するものでございます。

５項社会教育費、１目社会教育総務費、21万4,000円の増。真龍中学校吹奏楽部の釧路

管内を代表して、北海道吹奏楽コンクール出場に対して、町文化振興条例に基づく助成

費の計上であります。４目文化財保護費8,000円の増。38ページ。５目博物館運営費３万

6,000円の増、それぞれ説明欄記載のとおりであります。６目情報館運営費254万円の増、

厚岸情報館、主に人事異動による正職員の減を補う非常勤職員賃金の補正計上でござい

ます。

６項保健体育費、４学校給食費、52万6,000円の増。学校給食センター、嘱託職員、非

常勤職員の休暇代替の臨時職員賃金の補正計上でございます。

10款災害復旧費、１項厚生労働施設災害復旧費、１目民生施設災害負担金費、60万7,000

円。去る５月６日発生の落雷により、厚岸保育所の漏電警報器、火災報知受信通報装置

が故障し、また太田へき地保育所の漏電ブレーカーとテレビブースターが故障、さらに

友遊児童館の火災報知受信機が故障したため、その補修費を補正計上するものでござい

ます。

なお、当該施設は、既存の保育所予算で流用執行により復旧済みであり、本補正が可

決後に、執行科目の組替え処理をする予定であります。また、財源として、災害共済金

の申請中であり、共済金の充当財源は、単独災害復旧事業債が認められる可能性がある

とされておりますので、係る財源の見通しが立った段階で補正財源計上を行う予定でご

ざいます。

40ページ。４項文教施設災害復旧費、１目公立学校施設災害復旧費、497万6,000円の

増。歳入でご説明したとおり、３項の災害復旧費の補正計上でございます。

12款、１項、１目給与費、補正額ゼロで、財源内訳補正でございます。

以上で、歳出の説明とさせていただきます。

１ページへお戻り願います。

第２条、債務負担行為の補正でございます。

債務負担行為の追加は、第２表、債務負担行為補正による。

５ページをお開きください。

観光パンフレット作製業務委託に関する債務負担、期間は平成25年度、限度額は101万

9,000円でございます。新たな観光パンフレットの作製業務委託を本年度に発注し、平成25

年度の観光シーズン前までに完成させる予定で、債務負担行為を設定するものでござい

ます。下段に町史補正がございますので、ご参照願います。

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。

地方債の追加、変更は、「第３表 地方債補正」による。

６ページをお開きください。

追加でございますが、災害復旧事業、限度額120万円、起債の方法、利率、償還の方法

は記載のとおりでございます。

次に、変更でございます。辺地対策事業、限度額440万円の減、起債の方法、利率、償
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還の方法については変更ございません。

７ページ、地方債に関する調書補正であります。

表の下段、合計欄ですが、平成23年度末現在高111億5,106万7,000円。24年度中、起債

見込額４億5,480万円、補正後の平成24年度末現在高見込額は106億3,350万2,000円となる

ものでございます。

以上で、議案第57号の説明を終わります。

次に、議案第58号でございます。

議案書の１ページでございます。

平成24年度厚岸町国民健康保険特別会計補正予算（１回目）。

平成24年度厚岸町の国民健康保険特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条、第１項、歳入歳出予算の補正であります。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,172万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ16億8,457万9,000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。

２ページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算補正であります。

歳入歳出では２款２項、歳出では１款１項にわたって、それぞれ3,172万9,000円の増

額補正でございます。

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。

歳入でございます。

４款国庫支出金、２項国庫補助金、１目、１節財政調整交付金、676万9,000円の増。

交付見込み額の増によるものでございます。

11款、１項、１目繰越金、１節前年度繰越金、2,496万円の増。平成23年度決算におけ

る繰越金の計上でございます。

以上で、歳入の説明を終わります。

６ページをお開き願います。

歳出でございます。

９款諸支出金、１項償還金及び還付金、３目償還金、3,172万9,000円の増。前年度に

交付された療養給付費と国庫負担金などの精算返還金でございます。

以上で、議案第58号の説明を終わります。

続きまして、議案第59号でございます。

議案書の１ページでございます。

平成24年度厚岸町簡易水道事業特別会計補正予算（２回目）。

平成24年度厚岸町簡易水道事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条、第１項、歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ842万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,751万7,000円

とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳
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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、歳入では３款３項、歳出では

２款２項にわたり、それぞれ842万9,000円の増額補正でございます。

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。

歳入でございます。

２款使用料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料、１節計量使用料、453万8,000

円の増。太田地区計量使用料、当初留保分を補正計上するものでございます。

４款道支出金、１項道補助金、１目水道費道補助金、１節水道事業費補助金、285万6,000

円の増。地域づくり総合交付金の交付内示による補正計上でございます。

５款繰入金、１項、１目、１節一般会計繰入金、103万5,000円の増でございます。

以上で、歳入の説明を終わります。

６ページをお開き願います。

歳出でございます。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、22万9,000円の増。臨時職員２カ月分

の共済費、賃金の計上でございます。

２款水道費、１項、１目水道事業費、820万円の増。主に簡易水道施設の修繕料112万5,000

円の増。太田取水場、河川護岸及びフェンスなどの修繕でございます。片無去浄水場整

備事業600万円、新規計上。北海道の地域づくり総合交付金の内示を受けて、テレメーター

装置の老朽化に伴う更新工事でございます。上尾幌浄水場整備事業160万円、新規計上。

道交付金の内示を受けて、送水ポンプ等の老朽化に伴う更新工事でございます。

以上で、議案第59号の説明を終わります。

続きまして、議案第60号でございます。

議案書の１ページでございます。

平成24年度厚岸町介護保険特別会計補正予算（２回目）。

平成24年度厚岸町の介護保険特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条、第１項は歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ1,859万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億1,619万

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。

２ページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算補正であります。

歳入歳出では１款１項、歳出では２款２項にわたり、それぞれ1,859万2,000円の増額

補正でございます。

事項別によりご説明をさせていただきます。

４ページをお開き願います。

歳入でございます。

８款、１項、１目繰越金、１節前年度繰越金、1,859万2,000円の増。平成23年度決算
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による繰越金の計上でございます。

以上で、歳入の説明を終わります。

６ページをお開き願います。

歳出でございます。

５款、１項、１目介護給付費準備基金費、1,340万円の増。基金積立金でございます。

７款諸支出金、１項償還金及び還付金、２目償還金、519万2,000円の増。前年度の介

護給付費国庫負担金等の精算返還金でございます。

以上で、議案第60号の説明を終わります。

続きまして、議案第61号でございます。

平成24年度厚岸町介護サービス事業特別会計補正予算（１回目）。

平成24年度厚岸町介護サービス事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条、第１項、歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ52万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億7,310万5,000

円とする。

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

入歳出予算補正予算の金額は、「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、歳入では２款１項、歳出は１

款１項にわたって、それぞれ52万9,000円の増額補正でございます。

事項別により説明させていただきます。

４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、２項予防給付費収入、１目居宅支援サービス費収入費、４節居宅

サービス計画費収入、24万7,000円の増。

８款繰入金、１項、１目、１節一般会計繰入金、28万4,000円の増でございます。

以上で、歳入の説明を終わります。

６ページをお開き願います。

歳出でございます。

１款サービス事業費、１項居宅サービス事業費、７目包括的支援事業費、52万9,000円

の増。職員人件費、財源内訳補正。介護予防支援、要支援認定者の増加に伴う業務委託

料76万3,000円の増。介護予防支援システム保守点検委託料及び賃借料は、入札による執

行見込み額の減によるものでございます。

以上で、議案第61号の説明を終わります。

続きまして、議案第62号でございます。

平成24年度厚岸町後期高齢者医療特別会計補正予算（１回目）。

平成24年度厚岸町の後期高齢者医療特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正でございます。

第１条、第１項、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ47万6,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億2,603万8,000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
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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、歳入歳出予算補正であります。歳入では１款１項、歳出では１款１項にわたっ

て、それぞれ47万6,000円の増額補正でございます。

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。

歳入でございます。

４款、１項、１目繰越金、１節前年度繰越金、47万6,000円の増。平成23年度決算によ

る繰越金の計上でございます。

以上で、歳入の説明を終わります。

６ページをお開き願います。

歳出でございます。

２款、１項、１目後期高齢者医療広域連合納付金、47万6,000円の増。平成23年度決算

における出納整理期間の４月と５月の保険料収入分を、本年度の後期高齢者医療広域連

合へ納付する負担金として、補正計上でございます。

以上をもちまして、議案第57号 平成24年度厚岸町一般会計補正予算から議案第62号

平成24年度厚岸町後期高齢者医療特別会計補正予算の提案説明とさせていただきます。

ご審議の上ご承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

●議長（音喜多議員） 本６件の審査方法について、お諮りいたします。

本６件の審査については、議長を除く12人の委員をもって構成する平成24年度各会計

補正予算審査特別委員会を設置し、これに付託し、直ちに審査したいと思いますが、ご

異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、本６件の審査については、議長を除く12人の委員をもって構成する平成24年

度各会計補正予算審査特別委員会を設置し、これに付託し、直ちに審査することに決定

いたしました。

●議長（音喜多議員） 本会議を休憩します。

午前10時38分休憩

午後４時02分再開

●議長（音喜多議員） 本会議を再開いたします。

●議長（音喜多議員） 日程第４、議案第57号 平成24年度厚岸町一般会計補正予算、議
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案第58号 平成24年度厚岸町国民健康保険特別会計補正予算、議案第59号 平成24年度

厚岸町簡易水道事業特別会計補正予算、議案第60号 平成24年度厚岸町介護保険特別会

計補正予算、議案第61号 平成24年度厚岸町介護サービス事業特別会計補正予算、議案

第62号 平成24年度厚岸町後期高齢者医療特別会計補正予算、以上６件、再び一括議題

といたします。

本６件の審査につきましては、平成24年度各会計補正予算審査特別委員会を設置し、

これに付託し審査を求めていたところ、今般、審査結果が委員長からなされております。

委員長の報告を求めます。

10番、谷口委員長。

●谷口委員長 平成24年度各会計補正予算審査特別委員会に付託されました議案第57号

平成24年度厚岸町一般会計補正予算外５件の審査につきましては、本日、本委員会を開

催し、慎重に審査の結果、いずれも可決すべきものと決しましたので、ここにご報告申

し上げます。

以上、審査報告といたします。

●議長（音喜多議員） 初めに、議案第57号 平成24年度厚岸町一般会計補正予算につい

てお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

●議長（音喜多議員） 次に、議案第58号 平成24年度厚岸町国民健康保険特別会計補正

予算についてお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

●議長（音喜多議員） 次に、議案第59号 平成24年度厚岸町簡易水道事業特別会計補正

予算についてお諮りいたします。
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委員長の報告は、原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

●議長（音喜多議員） 次に、議案第60号 平成24年度厚岸町介護保険特別会計補正予算

についてお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

●議長（音喜多議員） 次に、議案第61号 平成24年度厚岸町介護サービス事業特別会

計補正予算についてお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

●議長（音喜多議員） 次に、議案第62号 平成24年度厚岸町後期高齢者医療特別会計補

正予算についてお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。
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よって、本案は、原案のとおり可決されました。

●議長（音喜多議員） 日程第５、議案第63号 財産の取得についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） ただいま上程いただきました議案第63号 財産の取得につ

いて、その提案内容をご説明申し上げます。

議案書１ページをお開き願います。

現在、町が所有しております患者輸送バスは、平成12年に購入した29人乗りマイクロ

バス１台で、購入後12年が経過し、走行距離は８月末現在で41万キロメートルを超えて

おり、総体的に老朽化が進んでいることから、毎年修繕を行っている状況にあり、毎日

の長距離運行について、より安全性の確保を講じる必要性が生じている状況となってお

ります。このため平成24年度、社会資本整備総合交付金事業により更新を行い、車両の

安全性の確保を図るものであり、その財産の取得に当たり、議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるもので

ございます。

内容でございますが、１、財産の種類は、物品であります。

２、名称及び数量は、小型バス１台であります。

３、契約の方法は、地方自治法施行令第167条第３号による指名競争入札であります。

４、取得価格は、金593万2,500円であります。

５、契約の相手方は、川崎市幸区鹿島田890番地12、三菱ふそうトラック・バス株式会

社であります。

２ページをご覧願います。

参考としまして、１、患者輸送バス。形式はＴＰＧ－ＢＥ640ＧＳ。エンジンはディー

ゼルエンジン（４Ｐ10）。乗車定員は29名。排気量は2,998ｃｃ。馬力は175馬力。車両総

重量は5,495キログラム。全長は6,990ミリメートル。全幅は2,010ミリメートル。全高は

2,645ミリメートル。ボディータイプはロングボディ。

２として、納入期日でございますが、平成25年１月31日でございます。

３として、概要図でございますが、３ページに車両概要図がございますので、参考に

していただきたいと存じます。

なお、お手元に参考資料といたしまして、９月３日に執行いたしました指名競争入札

結果を配付させていただいておりますので、ご参照願います。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上ご承認賜りますようお願い申し上げま

す。

●議長（音喜多議員） これより、質疑を行います。

６番、堀議員。
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●堀議員 この議案に何か問題があるとかじゃなくて、議案第63号の参考資料をお聞きし

たいのですけれども。今回、指名競争入札結果ということで出されているのですけれど

も、契約者の三菱ふそうトラック・バス株式会社外６社がなっているのですけれども、

このうち三菱ふそうトラック・バス株式会社含めて５社が、札、入れていらっしゃると。

Ｄの会社が700万円というふうになっているのですけれども、ＥとＦというのが、ここが

空欄になって順位もないという中で、これらは例えば入札にはしたけれども、札を入れ

なかったというふうに理解してよろしいのでしょうか。その場合、落札意思がないのに

指名競争入札に参加したということに対して、何らかのペナルティーとかそういうもの

はあるのでしょうか、それを説明していただきたいと思います。

●議長（音喜多議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） ただいまのＥ、Ｆにつきましては、本来、空欄とすべき内

容でございました。今般の指名競争入札は５社にご案内し、５社に参加していただいた

中の結果でございます。大変失礼いたしました。

●議長（音喜多議員） ほかございませんか。

10番、谷口議員。

●谷口議員 一つお伺いしたいのは、予定価格というのは、これは公表するものだったで

しょうか、どうでしょうか。

それから、予定価格をオーバーした業者がいますよね、この辺はどういうふうに考え

ればいいのかなというふうに思うのと、それから、今回80.79％ということなんですが、

この程度の車は過去相当、何回も町で購入しているのだと思うんですが、過去の落札率

みたいのはどうだったのでしょうか。

●議長（音喜多議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） １点目の予定価格につきましては、公表をしているもので

はございません。

それから、オーバーした業者でございますけれども、入札の結果、１社ございました。

この業者は、参考見積もり徴取段階においても予定価格設定において、必要とした参考

見積もりにおいても、 終的には予定価格より高い金額を示されていた業者でございま

す。

過去の入札結果でございますけれども、スクールバスが平成20年に29人乗りバスを２

台購入しているんですけれども、それらを見ると、落札率は、20年で１件は99.79％、そ

れからもう１件は99.93％というふうになっているところでございます。

●議長（音喜多議員） 10番、谷口議員。
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●谷口議員 安いにこしたことはないというふうに思うんですけれども、以前は99.限りな

く100％に近いのが、今度は急に80.79％、88％ということになると、私たちはこういう

ものに対して、どういうふうに理解していったらいいのかなというのが、なかなか難し

くて、100％に近いのと20％ぐらい差、同じような車を買うに当たって、そんなに違うと

いうのが、これはあって当たり前なのかもしれないけれども、そういうことがあるんだ

と言われれば、それで済んじゃうのかもしれないけれども、本当の適正価格というのは

どこなのかなというふうに、私みたいな凡人ではなかなか理解できないんですけれども、

どうなんでしょうかね。

●議長（音喜多議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） あくまでも結果でございますから、そのような結果になっ

たわけでございますけれども、私どもも予算確保、あるいは予定価格の作成時において、

このように安くなるのであれば、そういう予算のお願いもできたのではないのかなと。

実は結果として、そう思ったわけでございますけれども、今般は適正な競争をしていた

だいた結果だと、そのようにとらえているものですから、これについては今後予定価格

等に、設定においてこれが大きく影響すると、また困るなということもございますので、

今後についてはまた再度、適正な価格というものを予算要求する段階で、業者にお願い

していきたいなというふうに思っているところでございます。

●議長（音喜多議員） 10番、谷口議員。

●谷口議員 それで、この後のもあるんですけれども、この後は95％だとか99.何％という

のが出てくるんですけれども。そうすると、今回、バス購入に当たっては、今後はこれ

が一つの基準というか、目安みたいになるというふうに考えていいのか、それとも以前

のを引き続き引っ張って、99.何％で買ったスクールバスが基準になるのか、その辺の考

え方はどういうふうになっているのでしょうか。

●議長（音喜多議員） 保健福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） まず、今回の入札結果が次の入札に、こういう落札率が影

響するものではございません。予算要求の段階において、業者にこういうような大きな

赤字が出るような、ご質問の出るようなあくまでも参考見積もりを、予算獲得する参加

見積もりをもらうわけですから、適正な予算を確保したいので、それを理解てしいただ

いて参考見積もりをいただく、そういったものが予定価格の参考になるものでございま

して、今回の結果が直ちに今後の入札結果に結びつくものではないというふうに思いま

すので、ご理解いただきたいと思います。

●議長（音喜多議員） ほかございませんか。
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（な し）

●議長（音喜多議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は、原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり決しました。

●議長（音喜多議員） 日程第６、議案第64号 財産の取得についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

建設課長。

●建設課長（高谷課長） ただいま上程いただきました議案第64号 財産の取得について、

その提案内容をご説明申し上げます。

議案書の４ページをお開き願います。

現在、町が所有しております建設機械は、全体で10台、うちモーターグレーダは１台

あり、このモーターグレーダは平成５年度に建設機械整備費補助事業により購入し、約19

年経過しております。走行距離は５月初旬現在で10万キロを超え、稼働時間は１万時間

を超えており、総体的に老朽化が進み、毎年修繕を行っておりましたが、５月初旬に故

障が発生し、修繕に400万円余りかかることや部品のストックや部品の製造中止もあり、

維持することが難しい状況となったことから、本年６月、町議会第２回定例会にて車両

購入の補正予算措置をしていただきました。

平成24年度特定防衛施設周辺整備調整交付金事業により更新を行い、車両の安全性、

さらには道路の維持補修作業の効率化を図るものであり、その財産の取得に当たり、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議

会の議決を求めるものでございます。

内容でございますが、１として財産の種類は、物品であります。

２として、名称及び数量はモーターグレーダ、１台であります。

３として、契約の方法は、地方自治法施行令第167条第１号による指名競争入札であり

ます。

４として、取得価格は、金2,289万円であります。

５として、契約の相手方は、神奈川県相模原市中央区下九沢777番地、キャタピラーイー

ストジャパン株式会社であります。

５ページをお開きください。

参考としまして、１、モーターグレーダ（3.1メートル級）。型式はＭＧ230Ⅲ。エンジ

ンはディーゼル・水冷直列直噴ターボインタークーラーつき。乗車定員は２名。ブレー
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ド長は3.10メートル。総重量は１万1,170キログラム。全長は7.64メーター。全高3.30メー

トル。全幅は2.16メートルであります。

２として、納入期日でございますが、平成25年３月15日でございます。

３として、型式図でございますが、６ページの型式図を参考にしていただきたいと存

じます。

なお、別途お手元に参考資料といたしまして、９月５日に執行いたしました指名競争

入札結果を配付させていただいておりますので、ご参照願います。

以上、簡単な説明でございますが、ご審議の上ご承認賜りますようお願い申し上げま

す。

●議長（音喜多議員） これより、質疑を行います。

２番、大野議員。

●大野議員 課長、今、説明していた現所有の古い19年たちましたよって、400万円修理代

にかかるから、補正で計上させていただいたというのはわかったのですけれども、納入

期日見ると、来年の３月ですよね。その間って、その古い機械持つのですか、それまで。

直して、だましだましお金かけて持たせているのですか。

●議長（音喜多議員） 建設課長。

●建設課長（高谷課長） 壊れた機械は、今、使っておりません。結果的に故障しまして、

購入する方向となりましたので、抹消の手続をして、処理する予定でございます。

今は、その代替としてグレーダではございませんけれども、タイヤショベルで、時間

はかかりますけれども、夏の維持作業を行っているということでございます。

●議長（音喜多議員） ２番、大野議員。

●大野議員 代替措置で、ある現有の機械で何とか間に合わせているよと、そうしたら契

約時に納入期限、こういう機械って特殊車両で、受注生産かどうかわからないんですけ

れども、今後、丸１年使えない状況ですよね。３月なら、来年度からですよね、それを

何とか11月までに納入してくれとかって、そういうお願いをして、我々だとやっぱりそ

うやって１カ月でも２カ月でも早く使用して、不自由のないようにするという考えでい

くと思うんですけれども、町はそこまでは考えないんですか。

●議長（音喜多議員） 建設課長。

●建設課長（高谷課長） 私どももなるべく早く購入して、早く納入していただいて、そ

ういった作業に使いたいということは同じでございます。ただ、オーダーをかけて初め

て製作にかかるものですから、これから議決された後契約しまして、それからオーダー

によってつくるということでございますので、５カ月の猶予かかるというのでございま
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すので、ご理解いただきたいと思います。

●議長（音喜多議員） よろしいですか。

ほかございませんか。

（な し）

●議長（音喜多議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は、原案のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり決しました。

●議長（音喜多議員） 日程第７、議案第65号 財産の取得についてを議題といたします。

職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

産業振興課長。

●産業振興課長（阿部課長） ただいま上程いただきました議案第65号 財産の取得につ

いて、その提案理由をご説明いたします。

議案書の７ページをお開きください。

現在、町営牧場では、牧草ロールや堆肥、さらには牛を運搬するために、４トン級の

ファームダンプを４台保有しておりますが、このうち昭和60年に導入した車両は、取得

後27年を経過し、走行距離は26万キロメートルを超えており、平成３年に導入した車両

は取得後21年を経過し、走行距離は27万キロメートルを超えております。２台とも総体

的に老朽化が進み、故障の頻度も年々増加していることから、特定防衛施設周辺整備調

整交付金事業により更新を行い、町営牧場運営の効率化を図ろうとするものでございま

す。

このたび、この財産の取得に当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第３条の規定に基づきまして、議会の議決を求めるものでございます。

その内容であります。

１、財産の種類は、物品でございます。

２、名称及び数量はファームダンプ、２台でございます。

３、契約の方法は、地方自治法施行令第167条第１号によります指名競争入札でありま

す。

４、取得価格は、2,320万5,000円であります。

５、契約の相手方は、川崎市幸区鹿島田890番地12、三菱ふそうトラック・バス株式会

社であります。
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８ページをお開きください。

参考として、１、ファームダンプの仕様でありますが、型式はＴＫＧ－ＦＫ61ＦＨ。

エンジンは水冷、ディーゼルエンジンであります。乗車定員は３名となっております。

総排気量は7,545ｃｃ。馬力は240ＰＳ。総重量7,990キログラム。 大積載量2,000キログ

ラムであります。全長は7.58メートル。全高は2.95メートル。全幅は2.47メートルであ

ります。

２として、納入期日でございます。平成25年２月28日であります。

３として、型式図を別途添付しております。

９ページをお開き願います。

このファームダンプは、１台の４トン級のトラックに、荷台部分をダンプ型式の装備

と家畜運搬用の装備と、両方兼用できるよう架装を施す内容となっております。９ペー

ジは、ダンプ型式の図面でございます。牧草ロールや堆肥を運搬し、それを効率的に降

ろすため、荷台をダンプ型式にし、後部扉は観音開きに架装する内容でございます。

10ページをお開きください。

これは家畜運搬用の装備でございます。牛の運搬用に、荷台上部に取り外しのできる

枠組みを設置し、幌シートをかけるようになっております。また、後部の扉は観音開き

で、閉めた状態で固定し、電動モーターにより車両後方に倒れてスロープになり、牛の

乗り降りができるように架装を施す内容となっております。

なお、別途お手元に参考資料といたしまして、９月５日に執行いたしました指名競争

入札結果を配付させていただいておりますので、ご参照願います。

以上、簡単な説明でありますが、御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（音喜多議員） これより、質疑を行います。

６番、堀議員。

●堀議員 この車、ファームダンプ２台ということなので、２台とも同じ車を２台購入す

るのかというふうに思ったんですけれども、何か説明を聞いていると、牧草ロールと家

畜運搬用と、別々のを２台が入るというふうになるのでしょうか。それとも使い方とし

て、牧草ロールと運搬するときにはこの架装台を、そして家畜運搬用のときはこの架装

だよという、同じ車だけれども、そのように使いわけができるよというものを２台買う

と、そのように理解してよろしい、どちらなのでしょうか。

●議長（音喜多議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 後段おっしゃった形でございます。１台のトラックに、牧

草ロールと堆肥を運搬する場合には、ダンプ形式で落ちるような形にするのですけれど

も、その車で家畜も運搬できるように骨組みをつけて、幌シートをかけてというような

架装もします。ですので、両方の架装を１台の車に施すようにしております。それを２

台買うということでございますので、ご理解をお願いいたします。
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●議長（音喜多議員） ６番、堀議員。

●堀議員 そのときに、昔であればトラックのエンジン部分や車体部分というのは、この

トラック会社だよと、架装に関して言うと、別な会社がやるんだよというような中でやっ

たと思うんですね。ですから、架装屋が納入業者というふうになったということも過去

にはあったかなと思う、私たちの記憶にはあるんですけれども、今回の場合は、三菱ふ

そうのほうで車両と、この架装までも全部行うというふうに理解してよろしいのでしょ

うか。

●議長（音喜多議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 架装の部分は、本体は三菱ふそうで用意をいたしまして、

それをダンプ型式に架装する場合は、その架装屋でやっていただくということで、それ

は関東のほうにある業者というふうに聞いております。

それから、ダンプ型式の架装が終わりましたら、それを今度、釧路のほうに持って参

りまして、釧路の架装屋で家畜車用に架装するという形になってございます。

●議長（音喜多議員） ６番、堀議員。

●堀議員 この架装関係については、そうすると釧路の業者がやるといった中では、町内

業者ではやる業者がないというふうに理解してよろしいでしょうか。

●議長（音喜多議員） 産業振興課長。

●産業振興課長（高谷課長） 今、４社の業者から参考見積もりをいただいて、その話を

お聞きしてきておりますけれども、そういった架装につきましては特殊な内容なもので

すから、どこでもできることではないということで、今、家畜車用については釧路のそ

ういう専門の業者にやっていただくという形で話を聞いております。

●議長（音喜多議員） よろしいですか。

ほかございませんか。

（な し）

●議長（音喜多議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は、原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）
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●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり決しました。

●議長（音喜多議員） 日程第８、総務産業常任委員会行政視察報告書を議題といたしま

す。

総務産業常任委員会が、閉会中に実施した行政視察の報告書が、今般、委員長から提

出されております。

この際、委員長に対する質疑、討論を省略し、本報告書のとおり了承することに、ご

異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、本報告書のとおり、了承するとに決定いたしました。

●議長（音喜多議員） 日程第９、厚生文教常任委員会所管事務調査報告書を議題といた

します。

今般、会議規則第77条の規定により、厚生文教常任委員会が所管事務について調査し

た結果の報告書が、委員長から提出されております。

この際、委員長に対する質疑、討論を省略し、本報告書のとおり了承することにご異

議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、本報告書のとおり、了承することに決定いたしました。

●議長（音喜多議員） 日程第10、各委員会閉会中の所管事務継続調査申出書を議題とい

たします。

次期定例会までの間、閉会中における所管事務継続調査の申出書がお手元に配付のと

おり、各委員長から提出されております。

お諮りいたします。

本申出書のとおり、承認することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、本申出書のとおり、承認するとに決定いたしました。
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●議長（音喜多議員） 日程第11、議員の派遣についてを議題といたします。

お諮りいたします。

厚岸町議会会議規則第120条の規定による議員の派遣については、お手元に配付した内

容により議員を派遣したいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議なしと認めます。

よって、議員の派遣については、お手元に配付した内容により派遣することに決定い

たしました。

●議長（音喜多議員） 以上で、本定例会に付議された議件の審査は、全部終了いたしま

した。

よって、平成24年厚岸町議会第３回定例会を閉会いたします。

午後４時37分閉会

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

平成２４年９月7日

厚岸町議会

議 長

署名議員

署名議員


