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厚岸町議会 第４回定例会

平成25年12月６日

午前10時00分開議

●議長（音喜多議員） ただいまから、平成25年厚岸町議会第４回定例会を続会いたしま

す。

●議長（音喜多議員） 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（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、議案第100号 厚岸町緑のふるさと公園条例の一部を改

正する条例の制定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。

環境政策課長。

●環境政策課長（尾張課長） ただいま上程いただきました、議案第100号 厚岸町緑のふ

るさと公園条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由を説明申し上げま

す。

本条例の改正内容につきましては、有料公園施設であります愛冠野営場ローラースケー

ト場の廃止とさきの議案第99号と同様、平成25年10月１日閣議決定により、消費税法の

改正に基づき、消費税率が平成26年４月１日に５％から８％へ引き上げられることが確

認されていたことにあわせて、条例規定の改正を行うものであります。

まず、愛冠野営場ローラースケート場の廃止についてでありますが、愛冠野営場は平

成２年12月に完成し、平成３年度から供用を開始しており、これまでに延べ2,531人の利

用をいただきましたが、たび重なる地震により亀裂や路面の凹凸ができたことなどから、

平成15年度を 後に利用されていない状況にあります。

このローラースケート場の復旧には多額の費用がかかること、またローラースケート

に対するニーズも低下しており、復旧後の利用者も多くは見込めないと判断されること

から、このたびの消費税率改正に伴う公共料金の改定にあわせ、ローラースケート場に

関する部分を削り、平成25年度をもって廃止しようとするものであります。

なお、消費税率改正に伴う公共料金の改定に当たっての基本的な考え方は、さきに説

明のありました議案第99号と同様であります。

徴収する使用料は単価積み重ねの計算によりますが、従前どおり算定額に10円未満の

端数が生じたときは、その端数を切り捨てることにしています。
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金額表示については、１回当たりの単位を使用しているものにつきましては10円未満

を切り捨てた表示としますが、時間や使用する量、または延長、距離や面積などの単位

とするものにつきましては、小数点第２位までの表示としています。

恐れ入りますが、議案書の32ページをお開きいただきますとともに、別途、配付させ

ていただいております議案第100号説明資料、厚岸町緑のふるさと公園条例の一部を改正

する条例新旧対照表を参考にしていただきたいと存じます。

なお、新旧対照表の構成は、現行、改正案、改正要旨となっており、アンダーライン

の部分が改正しようとする部分であります。

それでは、新旧対照表により改正内容の説明を申し上げます。

別表第１の施設使用料から、ローラースケート場廃止のため、この字句を削るととも

に、別表第１及び別表第２で規定している施設使用料及び電気暖房使用料の額をそれぞ

れ現行の消費税率５％を含んだ額から、消費税率８％を含んだ額に改正するものであり

ます。

また、別表３では、占用及び行為等の使用料を定めていますが、単位の欄で１日つき

と定めている部分については、占用料の欄を一月に満たない場合と一月以上の２段表示

とし、一月に満たない日数単価をそれぞれ現行の消費税率５％を含んだ額から、消費税

率８％を含んだ額に改正するものであります。

これは、土地貸し付けにおいて、貸し付け期間が一月に満たないものについては課税

対象になりますが、一月以上の場合については非課税となることから、消費税法の取り

扱いノートにそれぞれ２段表示としたものであります。

なお、別表第１から別表第３の改正部分の改正金額については、新旧対照表に記載の

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。

議案書33ページに戻っていただきたいと思います。

附則といたしまして、この条例は平成26年４月１日から施行するものであります。

以上、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（音喜多議員） これより質疑を行います。

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）

●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。
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●議長（音喜多議員） 日程第３、議案第101号 厚岸町公共下水道条例等の一部を改正す

る条例の制定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。

水道課長。

●水道課長（遠田課長） ただいま上程いただきました、議案第101号 厚岸町公共下水道

事業条例等の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と条例案の内容につい

てご説明申し上げます。

議案書の34ページをお開きください。

このたびの条例改正は、消費税と地方消費税を合わせた消費税率が現行の５％から８

％に引き上げられることに伴い、厚岸町公共下水道の下水道使用料並びに厚岸町上水道、

簡易水道、農業水道の水道料金及び給水装置工事にかかる手数料を現行の５％の消費税

等を含んだ金額から８％の消費税等を含んだ金額に表示を改め、あわせて給水条例に準

拠して算定している下水道使用料の納入通知書の発行日と納期について、水道料金の場

合との整合を図る改正をし、さらに別表番号の字句の整理を行おうとするもので、水道

課で所管する三つの条例の一部を改正するものであります。

消費税率等の改正にかかる改正案の基本的な考え方は、さきに議決いただきました議

案第99号厚岸町地区コミュニティセンター条例等の一部を改正する条例と同様でありま

す。

なお、これから行う改正案の説明は、議案書により行わせていただきますので、別に

お配りしている議案第101号説明資料、厚岸町公共下水道条例等の一部を改正する条例新

旧対照表については、あわせてご参照していただきたいと思います。

議案書の34ページをごらん願います。

第１条は、厚岸町公共下水道条例第15号第３項に規定している下水道使用料の納期を、

下水道使用者には水道料金と下水道料金を同時に請求している実態から、今回の消費税

等の税率の改正にあわせ、この二つの料金の納入期日の整合を図り、あわせて事務の効

率化を図るため、納入通知書の発行日の属する月の月末から、水道料金の場合と同様の

納入通知書を発行した翌月の末日に改正し、二つの料金の整合を図りものであります。

次に、第16号第１項中と第31条第１項中の別表番号の改正であります。

新旧対照表の１ページをごらんください。

第16条第１項中の別表２を別表１に改め、第31条第１項中、別表３を別表２に改める

ものであります。これは、平成13年７月に別表１を削る条例改正をした際、それぞれ別

表番号を繰り上げる改正が漏れていたことが判明したため、この別表に記載の金額を改

正するのにあわせ、別表番号を繰り上げるものであります。

次に、別表２の改正であります。新旧対照表の１ページをごらんください。

別表中の左側が５％の消費税等を含んだ現行の下水道使用料の金額、右側が８％の小

税等を含んだ改正案の金額、下線を引いた箇所が改正しようとする部分であります。

また、この別表２の別表番号を繰り上げ、別表１とするものです。

新旧対照表の２ページをごらんください。
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別表２の別表番号を繰り上げ、別表１としたことにより、別表３の別表番号を繰り上

げ、別表２とするものであります。

議案の34ページにお戻りください。

第２条と第３条は、厚岸町水道事業給水条例及び厚岸町農業水道給水条例に定める給

水装置工事にかかる手数料と別表に定める水道料金の改正であります。

改正内容が同じなため、あわせて説明いたします。

再び、新旧対照表をごらんください。新旧対照表の２ページ中段から３ページ中段は、

厚岸町水道事業給水条例の改正内容、３ページ中段から４ページは厚岸町農業水道給水

条例の改正内容で、ともに左側が５％の消費税等を含んだ現行の金額、右側が８％の消

費税等を含んだ改正案の金額、下線を引いた箇所が改正しようとする部分であります。

議案の35ページにお戻りください。

附則であります。

第１項は施行施行期日で、この条例は、平成26年４月１日から施行するものでありま

す。

第２項は、下水道使用料及び水道料金の適用に関する経過措置を規定しており、法律

の改正に伴う経過措置として、法律の施行日前から使用継続している水道や下水道の料

金については、施行日から平成26年４月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確

定するものが旧税率を適用されるということから、改正後の料金については平成26年５

月分の下水量使用料及び水道料金から適用するものとし、同日前の期間に対応するもの

については、なお従前の例によるとするものであります。

第３項は、手数料の適用に関する経過措置を規定しており、改正後の手数料は施行日

以降の申し込みについて適用し、施行日前の申し込みについてはなお従前の例によると

するものであります。

別にお配りしました、議案第101号説明資料③をごらんください。

平成24年度決算ベースとして、今回の改正案による歳入増見込み額を試算したものと、

家事用の用途における使用水量別の料金への影響額を記載しております。

今年度10月までの家事用の平均水量の12立法メートルの場合で、水道のみの場合は月

額90円、下水道も使用している場合は月額150円の影響が生じることになります。

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、よろしくお願

いいたします。

●議長（音喜多議員） これより質疑を行います。

10番、谷口議員。

●谷口議員 ちょっと教えていただきたいのですが、この１行の第15条第３項中というの

がありますけれども、納入通知書発行日の属する末日を翌月の末日に改めるということ

になっているのですけれども、これ、このとおりいくと重なる月というのは出てこない

ですか。例えば、４月１日に３月分も納めなければならないとか、そのあたりはどうい

うふうに考えればいいですか。わかりやすく説明願います。
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●議長（音喜多議員） 水道課長。

●水道課長（遠田課長） 現在、納期、水道料金と下水道使用料は同時に徴収している実

態がありますけれども、例えば４月分の検針、規則でいいますと例えば４月分ですと４

月25日から４月末日までの間に検針をして、水道料金の場合は末日付で料金と納付書を

発行します。そうすると、今の規定でいきますと５月末日が納期になります。

下水道使用料の場合は、同時に請求しているといいますか、４月分の使用料について

は５月１日の発行日、納付書の発行日でその月に属する月末ですから、請求書の発行日、

納期は同じなのですが、発行日に１日のずれが生じています。そうすると、実態として

は納付書は同時に発行していますので、発行日の整合性をとる、２枚発行するというの

は費用もかかりますので、特にそれで納入が重なるということではなくて、事務の簡素

化と実態にあわせた改正をするという内容になります。

●議長（音喜多議員） 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）

●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４、議案第102号 厚岸町病院事業の設置等に関する条例の

一部を改正する条例の制定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。

病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） ただいま上程いただきました、議案第102号 厚岸町病院事

業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由及び内容

をご説明申し上げます。

議案書37ページをお開きください。

このたびの条例改正は、別表中の１使用料及び２手数料について、消費税税率が５％

から８％に引き上げられることに伴い、その料金を改定するほか、２手数料に規定する

各種の料金について、利子の記載や証明が必要とするものと必要としないものを明確に

するための字句を追加する内容となっております。

なお、消費税率の引き上げにかかる改正案の基本的な考え方は、さきに議決いただき
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ました議案第99号 厚岸町地区コミュニティセンター条例等の一部を改正する条例から、

議案第101号 厚岸町公共下水道条例等の一部を改正する条例と同様でありますので、詳

細な説明は省かせていただきます。

内容説明は、別に配付の議案第102号説明資料、厚岸町病院事業の設置等に関する条例

の一部を改正する条例新旧対照表でご説明いたします。

改正内容です。条例に規定しております別表の改正でありますが、１ページが１の使

用料の改正案で、表左側が消費税率５％を含んだ現行の規定、右側が消費税率８％を含

んだ改正後の規定で、それぞれ下線を引いた額が改正しようとする箇所であります。

また、裏面２ページでは、２の手数料について、使用料と同様の考え方でそれぞれ下

線を引いた箇所を改正しようとするものであります。

そのほか、区分欄の４段目にあります証明書料でありますが、この証明書料には従来

から医師の証明が不要な各種の証明にかかる料金を規定していますが、この取り扱いを

明確にするため、括弧書きで医師の証明が不要なものの字句を追加するものです。

なお、この証明書料以外のものは全て医師の記載や証明が必要となるもので、改正前

と改正後での取り扱いには変更ございません。

議案書の38ページにお戻りください。

附則であります。この条例は、平成26年４月１日から施行するものであります。

なお、この改正により、影響する金額を平成24年度決算ベースで説明資料として配付

しておりますので、参考としてください。

以上、簡単な説明でありますが、ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いい

たします。

●議長（音喜多議員） これより質疑を行います。

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）

●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５、議案第103号 備荒基金の設置管理及び処分に関する条

例を廃止する条例の制定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。

税財政課長。
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●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103号 備荒基金の設置

管理及び処分に関する条例を廃止する条例の制定について、その提案理由をご説明申し

上げます。

今般、廃止しようとする備荒基金の設置管理及び処分に関する条例を、議案第103号説

明資料①としてお手元に配付しておりますので、ごらんいただきたいと存じます。

同条例は、昭和39年３月開催の町議会第１回定例会で制定議案が可決され、昭和54年12

月開催の町議会第４回定例会で一部改正議案が可決され、現在に至っております。

この条例は、北海道市町村備荒資金組合に厚岸町が納付する普通納付金について同組

合内に設置された備荒基金として積み立てられ、その処分などについて規定したもので

あります。

北海道市町村備荒資金組合は、地方自治法第１条の３第３項に基づく地方公共団体の

事務を広域的に共同処理するために設置された特別地方公共団体であり、同法第284条第

２項に基づき、同組合を組織する普通地方公共団体がその事務の一部を共同処理するた

め、協議により規約を定め、北海道知事の許可を得て設置された一部事務組合でありま

す。

この法律の規定により、一部事務組合が成立すれば、それによって共同処理するもの

とされた事務は関係地方公共団体の献納から除外され、成立前にあった関係市町村条例

は組合成立によって自動的にその効力を発揮する余地がなく、組合成立とあわせて改廃

の措置をとって明確に規定を置くことが妥当であると逐条解説書や事務手引き書に記さ

れております。

北海道市町村備荒資金組合の設立申請に当たり、関係市町村議会において組合規約な

どを付した設立議決が昭和31年２月１日に設立が許可され、同年３月27日までに道内の

全市町村が加入しております。

組合規約は説明資料②で配付のとおりであります。

規約第４条に規定する組合の共同処理する事務である組合市町村が災害による減収を

補填し、または災害応急復旧事業費、その他災害に伴い費用に充てるための積み立て謹

告に関する事務の資金として、関係市町村の義務納付である普通納付金だけでは不足す

るため、任意納付である超過納付金についても組合成立時から制度化されており、この

納付金を管理するため備荒基金が設置されております。

昭和38年に地方自治法の改正により基金の設置、管理及び処分に関しては従前の議会

の単項議決を改め、条例形式となったことから、昭和39年３月４日、同組合議会の議決

により説明資料③のとおり備荒基金の設置、管理及び処分に関する条例が制定されたと

ころであります。

時を同じくして、冒頭でご説明したとおり、昭和39年３月の厚岸町議会第１回定例会

に備荒基金の設置、管理及び処分に関する条例案が提出され、可決されております。

このときに、法の求めるところではない同条例を制定した理由は、当時の書類には記

載がなく、また町議会の議事録でも提案理由の記載が省略されており不明であります。

ただし、昭和54年12月の条例の一部改正における町議会の質疑の中で、この基金は北

海道市町村備荒資金組合がつくっている基金制度であり、組合に備荒基金の条例があり、
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この組合の条例が改正になったので、町の条例も改正することが適切であると考えたと

の理事者側の答弁があります。

以上のことから、類推すると同組合には当時から超過納付金制度があったにもかかわ

らず、町が条例化したのは関係市町村に納付する義務がある普通納付金についてのみで

あったことから、制定当時は町の条例化は法の求めるところではないが、義務納付であっ

た普通納付金については町として明確化するために制定したものではないかと考えます。

今般、この条例を廃止しようとする理由は、法律上、一部事務組合である北海道市町

村備荒資金組合にゆだねた事務に関して、町の条例を制定する必要はなく、この条例自

体が無効な存在であること。厚岸町と同様の条例がどこの関係市町村にも存在せず、公

表された例規に対して周りから疑義を持たれる可能性があること、普通納付金の位置づ

けを町として明確化することは組合規約及び組合条例を再確認することで、その目的が

達成できることであります。

この条例は、交付の日から施行するものであります。

なお、今般の町の考え方については、北海道町村会の公務支援室及び北海道町村備荒

資金組合に相談するとともに、厚岸町における普通納付金と超過納付金の予算計上、予

算執行、決算書、総務省への決算状況報告については、北海道道庁に照会し、全く問題

なく適正なものであるとの見解をいただいておりますことことを申し添えます。

以上で、議案第103号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） これより質疑を行います。

12番、室﨑議員。

●室﨑議員 今の説明を聞きますと、昭和31年に既に備荒資金組合というのは設立されて

いて、その31年の３月に加入をしていると。それで、39年に自治法が改正になって、そ

のときにもう一度明確化しているという歴史的な経緯があるわけです。

その39年にこの条例をつくっているということになるから、今の判断からいうと、そ

もそもこんな条例をつくる必要はないし、むしろ無効な条例をつくっていたのだという

ことになりますよね。

こういうものを置いておくと無効だというだけではなくて、むしろ有害であるという

のが今の答弁でした。今までなぜ放置しておいたのですか、まずその理由をきちんとお

答えいただきたい。

●議長（音喜多議員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 設置した理由自体は明らかでないのが先ほどご説明したとお

りであります。ただ、何らかの事情、理由があるのではないかと思いがあったというこ

とであります。

適用外の条例をあえて制定した理由がはっきりしない状況では、昭和54年度以降、改

廃に踏み切れなかったものと考えます。私自身もそのように考えておりました。今般、
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さまざまな状況を調査、それから関係機関に相談させていただきましたが、はっきりし

ない点があるということであります。

そういった事情の中で、現在まできたということであります。ただし、この条例に基

づくというよりも、組合の条例に基づいて我々は事務を執行すべきということを当時か

ら存じていたという状況でございます。

●議長（音喜多議員） 12番、室﨑議員。

●室﨑議員 この条例の存在は私が決算委員会で出したのですよね。そのときは、町長も

副町長も、それからほとんどの担当者がびっくしたような顔をしていましたよ、忘れら

れていたのではないかというのが本当のところだと思うのです。

それで、こういうものがあって、今、言ったような調査すれば、今、言ったような結

論に至るということになったのだが気がつかなかったというのであるならばわかる。だ

けども、そのとき担当者は、私知っていましたよと、そういう存在わかっていますよと

言っているわけです。

そうすると、これは一事務屋が知っているというだけのことで、全体を判断する、特

にこういう条例のいわば、あれば、むしろ疑義を抱くような条例があるということにな

るならば、これは町長判断ですよね。そういうものがきちっと伝達されていたのかどう

か、いや「ホウレンソウ」だと、報告・連絡・相談は大事だと、いや「ホウレンソウ」

だとか「コマツナ」だとかいろいろなことを言っているけれども、現実にはこういう問

題で、理事者不統一のようなことが起きてしまっている、これは非常に問題だと思いま

すよ。

それとも、皆さん全部わかっていたのだけれども、決算委員会だとか、そういうとこ

ろで議会で問題になるまではなかったことにしようということでもって放置してあった

のですか。法に基づいて行政を行うというのは法治主義というけれども、ほっぽってお

いたという放置主義ではないですよね。

ですから、やはりこういうところをきちっと今までの経緯を説明して、そして検討し

た結果、こうだから、これについてはこうするというものがあってしかるべきだと思う、

いかがでしょうか。

●議長（音喜多議員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

今、ご指摘いただきましたとおり、さきの平成24年度予算の決算において、この件に関し

ての室﨑議員の質問に対しまして、私は歳出の性質的な違いであることを理解願いますと、

昔からの経緯もあり、どういう事情があるか調査をさせていただきたいと、そういう答弁を

いたしたところでございます。

その結果、先ほど担当課長から提案説明をいたしたとおりでございました。厚岸町の備荒

基金の設置管理及び区分に関する条例につきましては、その制定目的は備荒資金組合が共同

処理する事務と同様なものであり、したがって町の備荒基金の設置管理及び処分に関する条
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例は既に厚岸町の事務ではない条例制定権の範囲内の事務であるということを改めて認識を

いたしたところでございます。

担当課長からの提案説明のとおり、厚岸町における普通納付金と超過納付金の予算計上、

予算執行、決算書及び総務省への決算状況報告については、適切なものであるという見解を

いただいたところでございます。

室﨑議員が疑義を持たれたのは当然のことであると、質問の趣旨は非常によく理解できる

ことであると、私はそのように考えております。行政の執行に当たってこのようなことがあっ

てはならないことであり、深くおわびを申し上げる次第でございます。

今後、このような事案があってはならないことでありますが、発生した場合には直ちに適

正な措置をとって明確にすべきことは当然のことであります。

本件について、ご理解賜り、ご承認をいただきますことをよろしくお願いを申し上げる次

第でございます。

●議長（音喜多議員） 12番、室﨑議員。

●室﨑議員 町長のおっしゃることはよくわかりました。今後ともよろしくお願いしたい

と、そういうことです。

ただ、私１点だけ、どうしても腑に落ちない問題があるのです。それは、数のうちで

すから、こういうような条例が隠れていて誰も気がつかなったと、私自身、決算委員会

で言ったように例規を見ているときにボタンを押し間違えて、目指す条例が出ないで変

なのが出てきたのを見て初めて気づいたぐらいですから、もちろんわからなかったので

す。

そういうような中で見つかった、見つかったから、それを検討した結果、いやこれは

うまくないから廃止しましょうと、この流れだったらよくわかるのです。ただ、今回は

担当者は知っていて放置していたというのです。その部分はやはり非常に問題だと私は

思います。担当者がわかっていて、そしてこれには疑義があるということがもし理解で

きないような能力の担当者なら仕事はできないでしょう、しかもそれをちゃんと副町長

や町長に報告もしないで放置してある、そういうことが随所でもし行われているとした

ら、これは若狭町政がたがたになりますよ。

そういう意味で、この条例が私は今の解釈とちょっと違うものを持っていましたけれ

ども、それはいい、今の解釈でいって、無効であり有害だからこれは排除しようと、こ

ういうことがないようにやはり目を配ろうと、それはそのとおりでいいのです。

ただ、前もって、前からわかっていたのに放置されていたという部分は、いわばこの

ことと別の問題をはらんでいる、これはやはりきちんとした厳正な態度で進まなければ

ならないと、そのように思いますがいかがでしょうか。

●議長（音喜多議員） 町長。

●町長（若狹町長） 私から責任者としてお答えをさせていただきます。

行政執行上、怠慢だったと、これはご指摘のとおりであります。次に提案されます104もそ
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うであります。

今後、そういうようなことがないように町長として、管理者として適正な執行を心がけて

まいりますので、ご理解をいただきたいと思います。

●議長（音喜多議員） 税財政課長。

●税財政課長（小島課長） 私からも答弁させていただきたいと思います。

一部事務組合が成立するときに、例えば厚岸町にその事務があって、一部事務組合が

成立する前に厚岸町に関係条例があって、一部事務組合が成立させたことによって、そ

の事務についての発揮する余地がないという事情でこの条例の改廃の手続きをとらな

かったということでは今回ありません。

そういった状況を知っていながら、昭和39年に条例制定されたわけですから、私は当

時の議会、それから行政執行する側もそういった事情をわかった上で多分、この条例は

制定されたのではないかなと、そういうことを知った上であったのではないかなという

思いを持っておりました。

ですから、安易に廃止ということに踏み切ることを上司に相談できなかったというこ

とはあると思います。あとはタイミングの問題だと思いますけれども、このたびの決算

委員会でそういった問題提起をされたということが、今回の条例廃止に至ったというこ

ともご理解いただきたいと思います。

そういった過去の先輩方の思いはどうなのかということも私としては心に持った上で

行政執行すべきではないかなというふうに思った次第であります。

それから、この条例自体が効力を発しないということではありますけれども、法の解

釈自体は例えば一部事務組合が成立されたときに、条例がその町に存在したとしても効

力は発揮しないと、ただ明確にするために改廃の手続きをとっておくのが望ましいであ

ろうという解釈であります。

ですから、あること自体が悪だというふうに断定的に言うものではないという解釈が

あります。（発言する者あり）ただし、やはりこういった自体が……（「ここではきちん

とした結論出しているのだから、その後にどっかの事務屋が出て、提案理由とも齟齬し

かねないような話を延々とやり出すというのはどういうことなのかな」と発言する者あ

り）いや、提案理由とは合っていると思います。（「議長、整理してください」と発言す

る者あり）提案理由とは合っています。そういったこともご理解した上で、ご判断いた

だきたいというふうに思います。

以上でございます。（「だめだよ、町長が結論言っているのだから」と発言する者あり）

●議長（音喜多議員） 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。
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討論を省略し、本案は、原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（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104号 国民健康保険支払準備基金の設置管理及

び処分に関する条例を廃止する条例の制定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。

町民課長。

●町民課長（板屋課長） ただいま上程いただきました、議案第104号 国民健康保険支払

準備基金の設置管理及び処分に関する条例を廃止する条例の制定について、その提案理

由についてご説明を申し上げます。

今般、廃止しようとする国民健康保険支払準備基金の設置管理及び処分に関する条例

を議案第104号参考資料として、お手元に配付しておりますのでごらんいただきたいと存

じます。

国民健康保険支払準備基金の設置管理及び処分に関する条例は、昭和39年３月23日厚

岸町条例第８号として交付、同年４月１日より施行されている条例でございます。

この条例が制定された経緯でございますが、昭和38年に行われた地方自治法の一部改

正において、従来の基金財産は積立金の制度を基金制度に改め、基金の設置、処分に関

しては従来の単項議決を改め条例形式にするという基金に関する改正がございました。

当時、北海道国民健康保険団体連合会において、診療報酬の支払いがおくれる市町村

の建てかえ払いを行うために、その原資として道内市町村から出資を受け、診療報酬支

払基金を設置しておりました。

この基金は、北海道国民健康保険団体連合会が管理運用していたもので、厚岸町の権

限が及ばないにもかかわらず、地方自治法の改正にあわせ、さきの備荒資金組合と同時

期にこの条例を制定したものと思われるため、この条例は本来、厚岸町で制定すべきも

のではない条例と判断し、このたび本条例の廃止を提案するものであります。

なお、北海道国民保険団体連合会の診療報酬支払基金はその役目を終え、平成16年度

に廃止をしております。

附則でありますが、この条例の施行日を交付の日から施行するとするものであります。

本条例の提出時期について、今日に至ってしまいましたことにつきまして深くおわび

を申し上げます。

以上、簡単な説明でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。ご審議の

上、ご承認賜ります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。

12番、室﨑議員。
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●室﨑議員 後のところでちょっと経緯のお話し出ていました。

これはあれですか、やはり今回、何かなと調査をしたらわかったというようなことな

のですか。

●議長（音喜多議員） 町民課長。

●町民課長（板屋課長） 今般、備荒基金の関係もありましたけれども、当課で所管しま

す条例規則等を再精査した結果、恥ずかしい話ですがこの条例、私、認識ございません

でして、今回見つけまして、それで調査した結果、本来もともとつくるべき条例でない

ということで、このたび廃止をさせていただくものでございます。

●議長（音喜多議員） 12番、室﨑議員。

●室﨑議員 これ見つけた場合、これが廃止したほうがいいであろうというようなことに

ついては担当者としても考えるでしょうけれども、そのことを決定するのは町長である

と、政策の問題であると、そのように理解していますか、それとも担当課長の判断で全

てが決まると、そのように解釈していますか。

●議長（音喜多議員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 私のほうからご答弁申し上げます。

このたび、備荒資金組合の関係の条例、これを精査させていただきました。あわせて、

同様の条例が厚岸町に散在しないかどうかということも調べてさせていただきました。

その結果、全く同時期に昭和39年、同じ議会で上程されているこの基金を審議に至っ

たわけであります。当時の議会の議事録、それから予算、決算等々も調べさせていただ

きました。

その結果、これは厚岸町で条例を制定して運用していくということではないというふ

うに判断をさせていただいて、担当課と私、協議をさせていただいて、町長の採決をい

ただいたという手続きをとりました。

以上でございます。

●議長（音喜多議員） 12番、室﨑議員。

●室﨑議員 非常に妥当な手続きをとっているというふうに思われます。

条例の改廃というのは政策ですよね。だから、 終的には町長判断なんですよね、そ

の町長判断が適切に行われるかどうかの情報提供というのは、常にそれぞれの担当者が

しなければならないと、これが常識ですよね。それを何回か議会でもお聞きましたが、

副町長も「ホウレンソウ」というような言葉でもっておっしゃっていると、そのように

理解しておけばよろしいわけですね。
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●議長（音喜多議員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

先ほどもお話しいたしましたけれども、法的な大きな問題なんです。政策的ではないので

す。そういう意味においては今回、私の提案者としての責任の中で廃止すべきであるという

ことで、やはり不適法であるということを提案いたしておりますので、ご理解をいただきた

いと存じます。

●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）

●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105号 町立特別養護老人ホーム条例等の一部を

改正する条例の制定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105号 町立特別養護

老人ホーム条例等の一部を改正する条例の制定について、その提案理由及び内容につい

てご説明申し上げます。

町は、昭和56年から特別養護老人ホーム心和園を平成３年から在宅老人デイサービス

センターをそれぞれ運営開始し、老人福祉法に基づき行政側で利用者のサービス内容を

決める措置制度の時代を経て、平成12年度にスタートした介護保険法に基づく制度の中

で、利用者にサービスを自由に選択していただき、利用者と同等の立場での契約を行い、

サービスを提供している今日まで、町の直営事業により老人福祉施設の運営を行い、高

齢者福祉サービスの維持、向上に努めてまいりました。

この間、平成15年９月に地方自治法の一部を改正する法律が施行され、地方公共団体

が設置する公の施設の管理にこれまでの管理委託制度にかわる指定管理者制度が導入さ

れ、他の地方公共団体においては老人福祉施設の管理方法が検討され、指定管理者制度
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を採用する事例があるところとなっております。

そのような中で、平成22年11月８日に開催した、平成23年度町政執行にかかる各種団

体との意見交換の場において、厚岸町社会福祉協議会から在宅福祉サービスの充実に向

けて、厚岸町在宅老人デイサービスセンターの運営を行うことで、厚岸町の福祉の町づ

くりに貢献したいという意見をいただいていたところであります。

町では、平成23年５月に関係課長等で組織する厚岸町老人福祉施設管理運営検討委員

会を設置し、老人福祉施設の管理運営状況の検証を行い、今後の老人福祉施設の管理運

営に関する基本方針について、今年10月10日開催の厚岸町議会議員協議会において、老

人福祉施設への指定管理者制度の導入についてという内容で報告をさせていただいたと

ころであります。

指定管理者制度につきましては、地方自治法第244条の２第３項に規定がなされている

ところであり、多様化する住民ニーズに効果的、効率的に対応するため、公の施設の管

理に民間能力を活用し、住民サービスの向上と経費の削減等を図ることを目的とされて

いるところであります。

このたびの条例制定は、町立特別養護老人ホーム心和園及び厚岸町在宅老人デイサー

ビスセンターの管理に指定管理者制度を活用するための関係条例の規定の整備を行い、

民間の能力やノウハウを生かして管理することで、利用者への利便性の向上及び経費の

軽減を図ろうとするものであります。

よって、この議案は、町立特別養護老人ホーム条例厚岸町在宅老人デイサービスセン

ター条例、厚岸町介護サービス事業条例についての所要の改正と、厚岸町生涯福祉サー

ビス事業条例の廃止に係るものであります。

また、この条例は３条で構成されておりますが、ただいま申し上げましたとおり、こ

のたびの改正が三つの条例に及ぶものであることから、条例の題名を町立特別養護老人

ホーム条例等の一部を改正する条例として、第１条を町立特別養護老人ホーム条例の一

部改正について、第２条を厚岸町在宅老人デイサービスセンター条例の一部改正につい

て、第３条を厚岸町介護サービス事業条例の一部改正について規定し、さらに附則第２

項で厚岸町生涯福祉サービス事業条例の廃止を規定しておりますので、あらかじめご了

承いただきたいと存じます。

お手元に配付の町立特別養護老人ホーム条例等の一部を改正する条例新旧対照表をご

らん願います。新旧対照表によりましてご説明申し上げます。

第１条の改正は、町立特別養護老人ホーム条例の一部改正であります。この条例は、

町立特別養護老人ホーム心和園の設置及び管理に関する条例であります。

第１条は、設置目的及び施設の入所の対象者を定める規定であります。第１条本文中、

「次の各号」にを「次に」と改めるのは、文言の整理であります。

第５号の次に、新たに第６号として施設の利用の対象者を追加しておりますのは、平

成22年に増床した18床の個室部分が平成26年３月31日をもって介護保険法に定める経過

措置期間が終了し、同年４月１日からは従来型の特養からユニット型の特養へと別々の

施設とされ、厚岸町介護保険条例で規定する入所定員が29人以下の地域密着型サービス

へサービス事業名の変更となることによる追加であり、実際にはこれまでなかったサー

ビスを新たに始める事業ではありません。
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同条第７号及び第８号は号の繰り下げであります。第３条は、定員に関する規定であ

ります。第１条で、１号を加えたことによる号の整理であります。

第４条から第８条につきましては、地方自治法第244条の２第４項の規定により、指定

管理者制度を適用する場合に、条例で規定すべきとされているものであり、新たに加え

たものであります。

まず、第４条の改正は町職員を置かないことにより、見出しの職員を事業に改め、第

１号から第４号の規定は、これまで厚岸町介護サービス事業条例と厚岸町生涯福祉サー

ビス事業条例に規定して事業実施していたものを指定管理者が行う業務を特定するため

に、町立特別養護老人ホーム条例の中に規定するものであります。

第１号から第３号は介護保険サービスで、第１号は短期入所、ショートステイ事業を

いいます。第２号は、平成22年に増床した個室部分の地域密着型の入所事業であります。

第３号は、従来型の入所事業であります。第４号は、保健福祉制度における障がい者短

期入所事業となっております。

次に、現行の第４条と第５条の間に五つの条を加えるものでありますが、まず第５条

につきましては、指定管理者制度の大原則であります指定を受けた法人、その他の団体

に管理を行わせるという規定であります。

第６条は、指定管理者が行う業務の範囲を概括的に規定しているもので、第１号で第

４条で規定した事業を実施すること、第２号で事業を利用する一つの契約を行うこと、

第３号で利用者負担及び実費に相当する費用を徴収すること、第４号で施設及び設備の

維持管理を行うこと、第５号でその他、町長が定める業務としたものであります。

第７条は、事業を利用する場合には契約書により契約を締結することの規定で、第４

条で規定した事業を利用しようとする人は、指定管理者に利用の申し込みを行い、指定

管理者と契約を行うこととする規定であります。

第８条は、事業の利用者負担及び実費に相当する費用についての規定であります。こ

れまで、厚岸町介護サービス事業条例と厚岸町生涯福祉サービス事業条例に規定してい

た内容を規定するものであり、第８条第１項は、第４条で規定した事業の利用者負担の

額を徴収することについての規定であります。

同項第１号は、短期入所で介護保険法に基づく利用者負担の額を規定した内容であり

ます。同項第２号は、平成22年に増床した個室部分の入所事業で介護保険法に基づく利

用者負担の額を規定した内容であります。同項第３号は、入所事業で介護保険法に基づ

く利用者負担の額を規定した内容であります。同項第４号は、障がい福祉制度における

障がい者短期入所事業で、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律に基づく利用者負担の額を規定した内容であります。

地方自治法上、利用料金は公益上、必要があると認める場合を除くほか、条例の定め

るところにより、指定管理者が定めるものとするとされておりますが、第１号から第４

号までに規定するサービスの利用に当たっては、利用者が負担する利用者負担の額はい

ずれも法に基づく額とされるものであり、指定管理者が定めることはできないものとさ

れております。

同条第２項は、利用者負担のほかに実費に相当する費用を徴収することができるとす

る規定であります。同条第３項は、実費に相当する費用の額は、指定管理者が町長の承
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認を得て定めるものとしております。

同条第４項は、利用者負担及び実費に相当する費は、指定管理者に収受させることに

より、指定管理者となる事業者の経営努力を誘導し、会計事務の効率化を図ろうとする

ものであります。

第９条は、町長による管理の規定であります。指定管理者が何らかの理由で協定期間

の途中で管理を維持できなくなったとき、または指定管理者としての的確性を欠き、指

定を取り消すに至った場合など、新たな指定管理者が指定されるまでの間、町がみずか

ら管理する必要がありますので、当該施設の管理を町長、または指定管理者のいずれが

行う場合においても適用できる規定を盛り込んでおくことが必要と考えておりますので、

このような読みかえ規定を設けたものであります。

第５条を第10条とする改正は、条の繰り下げであります。

次に、第２条の厚岸町在宅老人デイサービスセンター条例の一部改正でございます。

この条例は、厚岸町在宅老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例であり

ます。

第１条は、設置目的及び施設の利用の対象者を定める規定であり、同条第４号を削る

ものでありますが、平成15年にスタートした支援費制度による身体障がい者デイサービ

スが平成18年に障がい者自立支援制度に変更となり、同年10月からは市町村事業となっ

た際に、厚岸町地域生活支援事業条例に基づき実施することとなり、その際に削る改正

をすべきものでありました。改正手続きがおくれましたことをおわび申し上げます。

なお、身体障がい者デイサービスは、厚岸町地域生活支援事業条例に基づき、今後も

厚岸町在宅老人デイサービスセンターにおいて委託事業として実施してまいります。

第３条は、事業の内容を定める規定であります。本文中の文言を整理し、同条第１号

及び第２号は、事業の内容を介護保険法に基づく事業であることの明確化を図るもので

あります。

第４条の改正は、町職員を置かないことにより見出しの職員を指定管理者による管理

に改め、指定管理者制度の大原則であります指定を受けた法人、その他の団体に管理を

行わせるという規定であります。

次に、現行の第４条と第５条の間に二つの条を加えるものでありますが、まず第５条

につきましては、指定管理者が行う業務の範囲を概括的に規定しているもので、第１号

で第３条で規定した事業を実施すること、第２号で事業を利用する一つの契約を行うこ

と、第３号で利用者負担及び実施に相当する費用を徴収すること、第４号で施設及び設

備の維持管理を行うこと、第５号でその他、町長が定める業務としたものであります。

第６条の追加は、事業を利用する場合には契約書により契約を締結することの規定で、

第４条で規定した事業を利用しようとする人は、指定管理者に利用の申し込みを行い、

指定管理者と契約を行うこととする規定であります。

第５条を第７条とする改正は、利用者の対象に関する規定で、指定管理者がその者を

退所させることができることに改め、他は文言の整理であります。

第８条の追加は、事業の利用者負担及び実費に相当する必要についての規定でありま

す。これまで、厚岸町介護サービス事業条例に規定していた内容を規定するものであり、

同条は第３条で規定した事業の利用者負担の額を徴収することについての規定であり、



- 168 -

訪問入浴と通所介護にかかる介護保険法に基づく利用者負担の額を規定した内容であり

ます。

地方自治法上、利用料金は公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定める

ところにより、指定管理者が定めるものとするとされておりますが、第３条に規定する

サービスの利用に当たって、利用者が負担する利用者負担の額はいずれも法に基づく額

とされるものであり、指定管理者が定めることができないものとされております。

同条第２項は、利用者負担のほかに、実費に相当する費用を徴収することができると

する規定であります。同条第３項は実費に相当する費用の額は指定管理者が町長の承認

を得て定めるものとしております。同条第４項は、利用者負担及び実費に相当する費用

は、指定管理者に収受させることにより、指定管理者となる事業者の経営努力を誘導し、

会計事務の効率化を図ろうとするものであります。

第９条は、町長による管理の規定であります。指定管理者が何らかの理由で協定期間

の途中で管理を継続できなくなったとき、または指定管理者としての的確性を欠き、指

定を取り消すに至った場合など、新たな指定管理者が指定されるまでの間、町がみずか

ら管理する必要がありますので、当該施設の管理を町長、または指定管理者のいずれが

行う場合においても適用できる規定を盛り込んでおくことが必要と考えておりますので、

このような読みかえ規定を設けたものであります。

第６条を第10条とする改正は条の繰り下げであります。

次に、第３条の厚岸町介護サービス事業条例の一部改正でございます。この条例は、

厚岸町が実施する介護サービスにかかる規定でありますが、指定管理者制度を適用する

ため、第１条の町立特別養護老人ホーム条例の一部改正、第２条の厚岸町在宅老人デイ

サービスセンター条例の一部改正で、それぞれの設置条例に必要な事項を追加したこと

により、その部分をこの条例の規定から削ることが主な内容であります。

第１条は、目的の規定であります。特別養護老人ホーム老人デイサービスセンター、

介護福祉施設サービスの文言を削り、整理するものであります。

第２条は、厚岸町が行う介護サービス事業の規定であります。同条第１号の訪問入浴、

同条第２号の通所介護、同条第３号の短期入所、同条第５号の介護福祉施設サービスを

削り、号の繰り上げを行うものであります。

第３条は、事業所の名称等であります。前条で削った事業にかかる規定を削り整理す

るものであります。

第４条は、事業の対象者であります。第２条で削った事業にかかる規定を削り、整理

するものであります。第４条第１号は、介護予防支援、同条第２号は訪問リハビリテー

ション、同条第３号は介護保険施設サービス、同条第４号は短期入所療養介護となりま

す。

第６条は、第２条で削った事業にかかる規定を削り整理するものであります。第６条

第１項第１号は、介護予防支援、同項第２号は訪問リハビリテーション、同項第３号は

介護保険施設サービス、同項第４号は短期入所療養介護となります。

議案書の53ページにお戻り願います。附則でございます、第１項は施行期日でござい

ます。この条例は、平成26年４月１日から施行するものでございます。

第２項は、厚岸町障がい福祉サービス事業条例の廃止でございます。この条例は、厚
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岸町が実施する障がい福祉サービスにかかる規定でありますが、この条例に規定する障

がい者短期入所事業にかかる規定について、第１条の改正で町立特別養護老人ホーム条

例に障がい者短期入所を追加したことにより、廃止することとなるものであり、事業を

廃止するものではありません。

なお、この条例が可決された後、関係例規の整備にあわせ、特別会計の整理が必要と

なり、次の議会に必要な手続きを行う予定であります。

以上で、提案理由の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

うお願いいたします。

●議長（音喜多議員） 本議案第105号 町立特別養護老人ホーム条例等の一部を改正する

条例の制定についての審査は、議長を除く12人の委員をもって構成する老人福祉施設等

運営に関する調査特別委員会に付託し、平成25年度各会計補正予算審査特別委員会終了

後、審査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、本案は、議長を除く……

（「議長」の声あり）

●議長（音喜多議員） 10番、資料要求と言わなかったですか。

いいですか、進めていって。

補正予算審査特別委員会終了後に審査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） 10番。

まだ終わっていませんよ。

異議なしと認めます。

よって、本案は、議長を除く12人の委員をもって構成する老人福祉施設等運営に関す

る調査特別委員会に付託し、平成25年度各会計補正予算審査特別委員会終了後、審査す

ることに決定いたしました。

10番、谷口議員。

●谷口議員 資料をお願いしたいのですが、よろしいでしょうか。

10５号に関して。この間、堀議員も要求したのかなというふうに思うのですけれども、

私たちの議員協議会には今までの若干の導入するに当たっての資料をいただいて、これ

は９月10日にいただきました。それから、私たちの19日だったか、ちょっと忘れたので
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すけれども、厚生文教常任委員会では、町のほうではこういう動きをしましたよという

協議をしてきましたという資料をいただいているのですけれども、23年の先ほどの冒頭

の説明で社協のほうからそういうお話しがあったということがあって、それに基づいて

町のほうで話を進めてきて、そして今回、こういう議案提案に至っているということで、

これは町のほうの協議だけでは物事は進まないというふうに思うのです。

それで、双方で協議をしてきていると思うのですけれども、その間のどういう内容ま

ではいいですけれども、どういう時期にどういう人たちがそれぞれ協議をして、そして

どういうことを確認して今日に至ってきたのか、それについての資料をお願いしたいと

思うのですが、お願いできないでしょうか。

●議長（音喜多議員） わかりましたか、日程のことですけれども。

福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） １点目の10月10日の資料も再度出すということでよろしい

ですね。

10日の分も改めて、ちょっと説明がしやすいかなと思いますので。それと、厚文で時

系列になったその一覧表と、それにあわせて双方で協議といいますか、主に事務的な協

議でありますけれども、具体的には職員の受け入れに当たっていたとか、そういうよう

なことが中心になりますので、そのようなことをまとめてひとつ整理をさせていただい

て、資料として準備させていただきます。

●議長（音喜多議員） ８番。

●竹田議員 資料の請求をあわせてしたいと思います。

他町村の実例と、もし他町村がこの指定管理の部分やっておられるのであれば、それ

らのメリット、デメリットを町側は精査しているものと思いますので、その成果につい

てのデメリット、メリットについて、どう捉えているのかということをお示ししていた

だきたい。

それから、今、課長が提案理由の説明をしていただいたのですけれども、逐条ごとに

一つ一つかみ砕いてご説明していただきましたが、書きとめられることができないとい

うことから、我々もそれをなかなか理解することが難しいと、課長でさえも読まないと

提案理由ができないということですから、それを読んで我々に理解せいということは非

常に困難でございます。

それで、今、提案理由の説明していただいた用紙を各議員に配っていただきたい、こ

のように思います。よろしくお願いします。

●議長（音喜多議員） 課長、今の２点ほど。

●保健福祉課長（松見課長） 提案理由書、私の手元の部分の内容について、今の内容の

とおりちょっと資料として提出をいたします。
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なお、他の町村の実例でありますけれども、これまで、きのう他の議員からも質問さ

れた中でのお聞きした範囲というふうになりますけれども、これがちょっと改めてやる

と時間もないのかなと思いますが、一応、社会福祉協議会、これまで協議してきた相手

方等の中からも、このような他町村の実例も見ていただきながらやっておりますので、

ちょっとそういう協力を得ながらどこまでできるか、ちょっと不明な部分がありますけ

れども、できるだけ要望にお応えできるような形にまとめてみる作業を行いたいと思い

ます。

●議長（音喜多議員） よろしいですか。

次に、６番、堀議員。

●堀議員 私のほうはさきの委員会のほうでも資料請求したのですけれども、若干、ちょっ

ともう１点だけつけ加えさせていただきたいと思います。

指定管理者制度の指定管理者の選定方法、これについては私たち議員のほうと理事者

側とで、なかなかちょっと解釈というか、違うところがあるのかなというふうに私は思

いますので、指定管理者制度にかかる関係法例について、いま一度お配りしていただき

たいというふうに思いますので、お願いいたします。

●議長（音喜多議員） 福祉課長。

●保健福祉課長（松見課長） 関係法令につきましては、地方自治法並びに町の指定に関

する手続き条例というふうになりますので、この２点、ご用意をさせていただきたいと

思います。

●議長（音喜多議員） ほかございませんか。

（な し）

●議長（音喜多議員） よろしいですか。

では、次に進みます。

●議長（音喜多議員） 日程第８、議案第106号 厚岸町職員の再任用に関する条例の制定

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。

総務課長。

●総務課長（會田総務課長） ただいま上程いただきました、議案第106号 厚岸町職員の再任

用に関する条例の制定について、その提案理由と条例案の内容をご説明申し上げます。なお、

多少、説明が長くなりますことをあらかじめお許し願います。

厚岸町では、昭和60年度に定年制の試行と同時に導入された再任用制度については、この
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条例の附則で改正する職員の定年等に関する条例第５条で規定しておりますが、実際の運用

例はなく、また平成13年度から退職共済年金の定額支給部分の支給開始年齢が60歳から65歳

へと段階的に引き上げられることに合わせた国家公務員法及び地方公務員法の改正により導

入された再任用制度についても、新卒者等の雇用への影響などを考慮し、これまで導入を見

送ってまいりました。

しかし、平成25年度をもって60歳、定年退職となる職員から退職共済年金の報酬比例部分

の支給開始年齢も段階的に60歳から65歳へと引き上げられることに伴い、60歳で定年退職し

た職員について、無収入期間が発生しないよう雇用と年金の接続を図るとともに、人事の新

陳代謝を図り、組織活力を維持しつつ、職員の能力を十分活用していくため、人事院の定年

を段階的に65歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申し出の趣旨、

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に掲げられている高年齢者雇用にかかる基本的理念

や事業主の責務規定の内容等を踏まえ、平成25年度以降に定年退職する職員が退職共済年金

の報酬比例部分の支給開始年齢に達するまでの間、再任用を希望する職員については、再任

用するものとするとの方針が本年３月26日に閣議決定されたことにあわせ、同月29日、地方

公務員法第59条及び地方自治法第245条の４に規定する技術的助言に基づき、総務副大臣から

地方公務員の雇用と年金を確実に接続するため、各地方公共団体において、この閣議決定の

趣旨を踏まえ、現行の再任用制度に関していまだ条例を制定しない団体においては速やかに

制定を図られたいことなど、８項目の有事項として能力、実績に基づく人事管理を推進しつ

つ、地方の実情に応じて必要な措置を講じるよう要請するとの通知がありました。

このことを受けて、町としてもこのような状況を踏まえ、特に定年退職する職員に無収入

期間が発生しないよう、雇用と年金の接続を図り、定年退職後においても働く意欲と能力を

有する職員を再任用することができる新たな仕組み制度を構築するため、厚岸町職員の再任

用に関する条例を制定するとともに、本条例の附則において再任用制度の運用に必要な関係

条例を整備しようとするものであります。

また、改正により整備する条例は職員の定年等に関する条例を初め、五つの条例となって

おります。

次に、厚岸町が導入しようとしている再任用制度の概要を説明いたします。

なお、この概要については、地方公務員法における再任用に関する規定、この後に説明す

る再任用に関する条例の本則と附則が開設する各条例の規定、さらには参考資料で配付して

いる再任用に関する規則の本則と附則で改正する各規則の規定の内容を要約したものとなっ

ております。

それでは、別に配付しております、議案第106号説明資料厚岸町職員再任用制度の概要の１

ページをごらんいただきたいと思います。

再任用制度導入の経緯につきましては、記載のとおりですので説明を省略いたしますが、

５ページに資料１として共済年金受給開始年齢の引き上げスケジュールを載せておりますの

で、ごらん願います。なお、この表は左側に年金の受給年度、中央が年金受給開始年齢、右

側に該当する生年月日を記載し、網掛け斜線の部分が年金無支給期間をあらわしております。

ごらんのとおり、報酬比例部分の支給開始年齢は、昭和28年４月２日から昭和30年４月１日

生まれまでの方が61歳、その後、段階的に引き上げられ、 終的に昭和36年４月２日以降生

まれの方から65歳となります。
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１ページにお戻り願います。対象者については、１に定年退職者、２に職員の定年等に関

する条例第４条の規定に基づく勤務延長により勤務した後に退職した者、３に25年度以上勤

続した定年前早期退職者であって、退職日から５年を経過していない者と定年前早期退職者

の中で再任用された者とし、定年年齢が65歳の医師並びに定数外職員の嘱託職員、非常勤職

員及び臨時職員は対象外としております。

任用任期のうち、１の任用の方法は従前の勤務実績等に基づく選考により採用者を決定し、

退職日前、２年以内にアからオまでに該当する者は選考から除外することにしておりますが、

今回の再任用制度が定年退職者に無収入期間を発生させないことを趣旨としていることから

しますと、ただし書きの選考除外者に該当しない全ての再任用希望職員を採用することにな

ると考えております。

２の任期は４月１日から翌年３月31日までの１年間を基本とし、３の任期の更新は更新直

前の任期における勤務実績、つまり勤務態度や職務に臨む姿勢、さらには健康状態が良好な

場合、あらかじめ本人の同意を得た上、１年以内で更新することができるとしております。

４の任期の期限は、再任用職員が65歳に達する日以後の 初の３月31日、つまり65歳に達

する年度の年度末までを上限としております。

２ページをごらんください、勤務形態、勤務時間等のうち、１の勤務形態は原則として短

時間勤務とし、職務にかかわる専門的な資格や免許などを要する医療技術職などの職で、そ

の補充が困難であり、フルタイム勤務で採用しなければ業務に支障を来す場合については、

フルタイム勤務で任用することができるとしております。

２の勤務時間は、フルタイム勤務職員については、定年前の職員と同様に週38時間45分と

し、短時間勤務職員については職務の内容に応じ、１週間当たり15時間30分から31時間まで

の範囲内で任命権者が定めることとしております。

なお、勤務時間の例としては１日７時間45分勤務で、週４日勤務の場合は週31時間勤務と

なり、同じく１日７時間45分勤務で週２日勤務の場合は週15時間30分勤務、１日６時間勤務

で週５日勤務の場合は週３時間勤務となります。

３の休暇は、年次有給休暇についてはフルタイム勤務職員が定年前の職員と同様に１年度20

日を付与し、短時間勤務職員が勤務日数、または勤務時間数に応じて20日を超えない範囲内

で付与することになります。

また、特別休暇と病気休暇はフルタイム、短時間勤務職員にかかわらず定年前の職員に準

じることになります。職務内容は、定年前の職員と同様の職務を行うことになります。つい

てもらう職務としては、一般事務、窓口事務、町税等徴収事務などの事務職、施設管理や作

業を含めた労務職や医療技術職などを考えております。任用職員は、主事級としております。

定数管理については、フルタイム勤務職員は職員定数に含み、短時間勤務職員は職員定数

に含まないものとしております。

次のページにまたがる給与関係は、１の給料について、短時間勤務職員の給料月額はフル

タイム勤務職員の給料月額を基礎として、１週間当たりの勤務時間数38時間45分に対するそ

のものの１週間当たりの勤務時間数の割合を乗じて得た額とします。

例として、週31時間勤務で17万720円、週15時間30分勤務で８万5,360円となります。また、

フルタイム勤務職員の給料月額は全ての再任用職員について21万3,400円と定めます。なお、

この給料月額は厚岸町が準用する国家公務員の行政職俸給表の１の職務の級の２級に相当す
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るものであります。

また、フルタイム短時間勤務職員のいずれも昇格、昇給はしないこととしております。

２の諸手当については、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、

通勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当は支給となりますが、扶養手当、住居手当、寒

冷地手当は支給しないことになります。

また、当然に退職手当も支給されません。なお、期末手当と勤勉手当の支給割合について

は、６月期が期末手当0.65月分に勤勉手当0.325月分で、合わせて0.975月分、12月期が期末

手当0.80月分に勤勉手当0.325月分で、合わせて1.125月分となり、年間では合計で2.1月分と

なります。

恐れ入りますが、ここで６ページをお開き願います。

資料２として、再任用職員の年収の例を記載しておりますが、週31時間勤務の短時間勤務

職員の年収が約240万7,000円、フルタイム勤務職員の年収が約300万9,000円になると試算し

ております。

前のページにお戻り願います。服務関係は、地方公務員法で定められている服務に関する

規定、厚岸町職員服務規程などの服務に関する規定、ともに定年前の職員と同様に適用され

ることになります。

４ページをごらんください。福利厚生関係について、１の短時間勤務職員は共済制度にお

いては組合員になりませんが、誕生月から年金の比例、報酬比例部分が支給されます。雇用

保険は勤務時間が１週間当たり20時間以上のものは加入することになります。

医療保険は勤務時間が週29時間以上の場合では、全国健康保険協会に加入し、健康保険の

被保険者となりますが、それ以下の勤務時間の場合では国民健康保険の被保険者、共済組合

の任意継続組合員のいずれかを選択することになります。

年金保険は、勤務時間が週29時間以上の場合では健康保険が適用になる場合、厚生年金保

険も適用になり、厚生年金保険の被保険者となりますが、年金の一部が支給停止される場合

もございます。

また、それ以下の勤務時間の場合では、年金保険の被保険者資格はありませんが、年金の

支給停止もありません。なお、この際の年金受給額については、当然、報酬比例部分に限り

ますが、勤続年数42年で平均約139万8,000円、勤続年数38年で平均約128万5,000円と試算し

ております。

２のフルタイム勤務職員は、共済制度においては引き続き、共済組合員となりますが、年

金の全額が支給停止をされます。しかし、ただし書きのとおり、支給停止の一部が排除され

る場合もございます。

また、雇用保険に加入となり、医療保険は地方公務員法に基づく短期給付を受けることに

なります。年金保険は、掛け金を支払った期間が共済年金額を算定する際の組合員期間に加

えられます。なお、健康管理についてはいずれも定年前の職員に準じて健康診断を実施する

ことになります。

以上が、厚岸町職員再任用制度の概要であります。

次に、条例案について説明をいたします。議案書54ページをごらんいただきたいと思いま

す。

第１条は趣旨を規定し、上位法である地方公務員法の関係規定に基づき、職員の再任用に



- 175 -

関し必要な事項を定めるものとしております。

第２条は、定年退職者に準ずる者を定めており、先ほど概要で申し上げたとおり、第１号

では25年以上勤務した定年前早期退職者であって、退職日から５年を経過していない者、第

２号では定年前早期退職者の中で再任用された者としております。

第３条は、任期の更新について定めており、第１項では再任用の任期の更新は更新直前の

任期における勤務実績が良好な場合に行うことができることを規定し、第２項では再任用の

任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員本人の同意を得なければならないことを規定し

ております。

55ページをごらんください。第４条は、任期の末日を定めており、再任用を行う場合及び

再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、そのものが65歳に達する日以後における３

月31日以前でなければならないとしております。これを要約しますと、65歳の年度まで再任

用できることを規定したものであります。

第５条は委任規定で、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるとしております。

なお、別に定める規則案についても参考資料として配付しておりますので、ご参照いただき

たいと思います。

なお、規則の内容につきましては、前段で説明した制度の概要に要約して記載しておりま

す。

附則であります。附則第１項は、施行期日で、この条例は平成26年４月１日から施行する

ものであります。

附則第２項から、附則第６項までは、関係する条例の一部改正であります。なお、これら

関係条例の一部改正は既に配付しております新旧対照表により説明いたします。

それでは、議案第106号説明資料の新旧対照表をごらんいただきたと思います。

初めに、附則第２項職員の定年等に関する条例の一部改正であります。

第１条は、厚岸町職員の再任用に関する条例の制定に当たり、この条に規定していた職員

の再任用に関する法律根拠条項を削るための字句の改正で、この条例の法律根拠規定を整理

するものであります。

第５条は、これも厚岸町職員の再任用に関する条例の制定に当たり、この条例の定年退職

者の再任用に関する規定を削るための条の廃止であります。

第６条は、第５条の廃止による条番号の繰り上げであります。

２ページをごらんください。附則第２項は、附則第３項を廃止することにより、この項に

規定していた法律の略称規定を削るための改正であります。

附則第３項は、本則第５条を廃止することにより、この項で規定していた本則第５条の規

定に関する読みかえ規定を削るための法の廃止であります。

次に、附則第３項厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正であります。

３ページをごらんください。１週間の勤務時間を定めている第２条の改正は、再任用短時

間勤務職員の１週間の勤務時間を新たに第３項として加えるとともに、現行の第３項を字句

の改正を行った上、第４項に繰り下げるものであります。

なお、新たな第３項で規定する再任用短時間勤務職員の１週間の勤務時間については、１

週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で任命権者が定めることとしております。

勤務形態の例としては、１日の勤務時間が７時間45分ですから、15時間30分で倍であれば
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１週間２日の勤務、31時間の場合であれば１週間に４日の勤務となります。

週休日及び勤務時間の割り振りを定めている第３条第１項の改正は、再任用短時間勤務職

員の週休日の割り振りに関する規定を加えるもので、通常の週休日である日曜日と土曜日に

加え、１週間の勤務時間に応じて月曜日から金曜日までの５日間の中で週休日を設けること

ができることとしております。

年次有給休暇を定めている第13条の改正は、再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の付与

日数を定めるための字句の追加であります。

次に、附則第４項職員の給与に関する条例の一部改正であります。なお、平成26年度から

の再任用制度の実施に当たり、再任用職員と再任用短時間勤務職員を新たに置くことになる

ことから、この際、この条例の第１条の規定にあるとおり、この条例で定めるべき地方公務

員法第４条の規定に基づく厚岸町が採用する特別職の職員を除く一般職の職員に属する嘱託

職員、臨時職員及び非常勤職員の給与に関する事項をこれまでの規則からこの条例へ移行し

て規定し、全ての一般職の職員の給与に関する事項を一つの条例で定めるための改正を行っ

ております。

これにより、それぞれの職員区分の明確化が図られるとともに、これまで規則で定めてき

た嘱託職員等の給与の額、支給方法等の透明性の確保と適正化が図られるものと考えており

ます。

４ページをごらんください。

給料表を定めている第３条第１項各号の改正は、字句の整理であります。新たに追加する

第４条の３は、再任用職員の給料を定めるもので、第１項では、いわゆるフルタイム勤務職

員の給料月額、第２項では再任用短時間勤務職員の給料月額とその計算方法を規定しており

ます。

なお、再任用職員の給料月額については、概要で説明したとおりですので、省略をさせて

いただきます。

５ページをごらんください。時間外勤務手当を定めている第11条の改正は、第１項第１号

の改正が字句の整理、第２項の改正が再任用短時間勤務職員の時間外勤務手当を定めるため

の字句の追加と字句の整理、第３項の改正が字句の整理と第２項と同じく再任用短時間勤務

職員の時間外勤務手当を定めるための字句の追加で、第５項及び第６項の改正が字句の整理

であります。

６ページをごらんください。通勤手当を定めている第15条の改正は、一月当たりの勤務回

数が少ない職員の通勤手当を減額することを定めている第２項第２号の規定に、再任用短時

間勤務職員を加えるものであります。

７ページをごらん願います。期末手当を定めている第16条の３の改正は、再任用職員の期

末手当の支給割合に関する規定を新たに第３項として加えるとともに、現行の第３項の字句

を整理した上、同項から第５項までをそれぞれ１項ずつ繰り下げるものであります。

勤勉手当を定めている第16条の６の改正は、８ページまでにわたりますが、第２項が再任

用職員の勤務手当の支給割合等を規定するための項の全部改正で、第３項及び第４項は字句

改正であります。なお、再任用職員の期末手当と勤勉手当の支給割合は概要で説明をしてお

りますので、省略いたします。

新たに追加する第19条は再任用職員の各手当の適用除外に関する規定で、概要で説明した
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とおり、第７条及び第８条に規定している扶養手当、第16条の７に規定している住居手当、

第16条の８に規定している単身赴任手当、第17条の規定している寒冷地手当、さらに第18条

に規定している退職手当並びに第20条から第32条までの嘱託職員、臨時職員及び非常勤職員

の給与に関する規定を適用しないこととし、第20条から第32条までの規定を除く規定で定め

る手当を支給しないこととしております。

９ページまでにわたりますが、第20条から第24条までは、先ほど申し上げました嘱託職員

の給与に関する規定を新たに加えるものであります。

第20条では嘱託職員に支給する給与、第21条では嘱託職員の給料について規定し、嘱託職

員給料表を別表第４として新たに追加しております。また、この別表第４の給料表について

は、議案書62ページから64ページにかけて記載をしております。なお、この給料表で定める

給料月額は、これまで規則で定めていたものをそのまま条例に移行したものであり、額の改

定などは行っておりません。

第22条では、嘱託職員の諸手当について、第１項では嘱託職員の期末手当、第２項では勤

勉手当の支給割合を規定し、第３項では嘱託職員の諸手当については、この条例の定めによ

り支給することを規定しております。

また、第23条では、嘱託職員が休職にされたときの給与、第24条では嘱託職員の給与に関

し、第２条第１項の正職員の給与の種類に関する規定、第３条の正職員の給料表に関する規

定、第４条第１項の正職員の職務の給与に関する規定、第16条の２の管理職手当に関する規

定、第19条の再任用職員の適用除外に関する規定、さらには第25条から第32条までの臨時職

員及び非常勤職員の給与に関する規定を適用除外することについて規定をしております。

12ページまでにわたりますが、第25条から第28条までは臨時職員の給与に関する規定を新

たに加えるものであります。25条では、臨時職員に支給する給与について、賃金並びに時間

外勤務手当、休日勤務手当、通勤手当及び加給金を支給することを規定しております。

第26条では、臨時職員の賃金について規定し、第１項ではその額について日額が２万円、

時間給が2,501円を超えない範囲内で規則で定めるものとしております。

第２項では、賃金の支給根拠、第３項では賃金額の調整、第４項では賃金の計算期間、第

５項では賃金の支給日、第６項では賃金支給の特例、第７項では賃金の減額、第８項ではそ

の減額の計算方法、第９項では勤務１時間当たりの賃金額の算出方法について、それぞれ規

定しております。

第27条では、臨時職員の諸手当について、第１項では時間外勤務手当、第２項では休日勤

務手当、第３項では通勤手当、第４項では加給金、第５項では加給金の内払い、第６項では

加給金及び加給金の打ち払いの支給日について、それぞれ規定をしております。

なお、第４項の加給金は１の年度において引き続き七月以上在職した臨時職員が退職する

場合、左欄の在職期間に応じ、右欄の割合で支給することとしております。

また、第28条では、臨時職員の給与に関し、第２条第１項から第３項まで、第３条、第４

条から第10条まで、第13条、第14条及び第15条の２から第24条までにそれぞれ規定する正職

員、再任用職員及び嘱託職員の給与に関する規定並びに第29条から第32条までの非常勤職員

の給与に関する規定を適用除外することについて規定しております。

12ページから14ページまでにわたりますが、第29条から第32条までは、非常勤職員の給与

に関する規定を新たに加えるものであります。
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第29条では、非常勤職員に支給する給与について、賃金並びに時間外勤務手当、休日勤務

手当、通勤手当及び期末手当を支給することを規定しております。

第30条では、非常勤職員の賃金について規定し、第１項ではその額について月額で20万円

を超えない範囲内で規則で定めるものとしております。

第２項では賃金の支給根拠、第３項では賃金額の調整、第４項では賃金の計算期間、第５

項では賃金の支給日、第６項では賃金支給の特例、第７項では賃金の減額、第８項ではその

減額の計算方法、第９項では勤務１時間当たりの賃金額の算出方法についてそれぞれ規定し

ております。

第31条では、非常勤職員の諸手当について、第１項では時間外勤務手当、第２項では休日

勤務手当、第３項では通勤手当、第４項では期末手当、第５項では期末手当の支給日につい

てそれぞれ規定しております。

また、第32条では非常勤職員の給与に関し、第２条第１項から第３項まで、第３条第４条

から第10条まで、第13条、第14条及び第15条の２から、第28条までにそれぞれ規定する正職

員、再任用職員、嘱託職員及び臨時職員の給与に関する規定を適用除外することについて規

定しております。

また、この条例では、臨時職員と非常勤職員の賃金額について、上限額を定める規定にと

どめておりますが、その理由につきましては、正職員と嘱託職員の給料月額にあっては、毎

年の人事院勧告に基づいて定めているのに対し、非常勤職員や臨時職員の賃金額にあっては、

北海道の 低賃金額の改定に合わせて定めていること、さらには正職員や嘱託職員の中途退

職などにより、緊急に必要な職種を設けて、これを採用することなどもあるため、採用を含

めた運用面に柔軟性を持たせておく必要があることから、職種ごとの賃金額を条例に規定す

ることなく、規則への規定のままこれまでどおりの運用を図っていこうとするものでありま

すので、ご理解願います。

現行の第20条は、新たに第19条から第32条までを加えることによる条番号の繰り下げであ

ります。

15ページまでにわたりますが、附則第10項の改正は、第１項各号列記以外の部分の改正が

職務の級が６級で、55歳以上の職員の給与の減額措置に関する規定から、再任用職員を除外

するための字句の追加で、同項第２号及び第３号の改正が本則で第16条の３第３項を加えた

ことなどによる字句の改正であります。

別表１から別表３の改正は、それぞれ別表第１、別表第２、別表第３とする別表中の字句

の改正であります。また、別表第４は第21条にかかわる嘱託職員給料表を追加するものであ

ります。

なお、第20条から第32条までに新たに規定する嘱託職員、臨時職員及び非常勤職員の給与

については、これまで規則で定めていた給料等の額を改定したり、支給方法等を変更したり

したものではなく、前段で申し上げた理由により、単に条例に移行して定めたものでありま

すことを申し添えます。

16ページをごらんください。次に、附則第５項職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改

正であります。

第９条の改正は、育児短時間勤務職員が月額による特殊勤務手当の支給を受ける場合の規

定を新たに第10条で規定することから、この条のただし書きを削ることによるものでありま
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す。

新たな第10条は、育児短時間勤務職員と再任用短時間勤務職員が、月額による特殊勤務手

当の支給を受ける場合の規定を追加するもので、第１項で育児短時間勤務を規定し、第２項

で再任用短時間勤務職員を規定しております。

現行の第10条は、新たな第10条を追加したことによる条番号の繰り下げであります。

17ページをごらんください。次に、附則第６項、厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に

関する条例の一部改正であります。

第２条は、条例の対象職員に再任用短時間勤務職員を加えるための字句の追加であります。

第３条の２は、略称規定の整理による字句の改正であります。

恐れ入りますが、21ページをお開き願います。

第18条は、臨時職員等の給与について、職員の給与に関する条例を準用する旨の規定に改

めるための条の全部改正であります。

次に、23ページをお開き願います。別表の改正であります。既に不要となっている別表２

を削り、別表１を別表に改めるものであります。

恐れ入りますが、もう一度17ページにお戻り願います。

これ以降の改正につきましては、本則の 後に委任規定を加えることと、条番号の違いは

ありますが、附則第５項の職員の給与に関する条例の一部改正と改正内容が全く同様であり

ますので、説明を省略させていただきます。

以上、大変長い説明になりましたが、ご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い

いたします。

●議長（音喜多議員） 質疑をやる前に、ちょっと皆さんにお諮りします。

皆さんのほうで大分ありますか、もう時間が時間ですので。このまま休憩に入ってい

いですか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（音喜多議員） それでは、質疑は午後からいたします。

昼食のため、休憩します。

午前11時54分休憩

午後１時00分再開

●議長（音喜多議員） 本会議を再開いたします。

議案第106号の質疑を行います。

６番、堀議員。

●堀議員 大変、重たい条例で、私も元公務員として目の前にいる諸先輩方の白い目と、

１階、２階の職員方の怒号が聞こえてきそうで怖いのですけれども、何点かお聞きした
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いと思います。

まず、職員の再任用制度に当たって前段となる数値をきちんと確認をしたいと思いま

すので、お聞きをしますけれども、来春以降の退職者がだんだんふえていくといったと

きに、５年間で 大何人の再任用者が出ることになるのか、それを教えていただきたい

と思います。

また、ここで月額報酬での数字が出されているのですけれども、これを手当等も含め

た資料の中ではフルタイムの場合だと300万と8,940円とかというふうになっているので

すけれども、手当も含めた中での時間単価が幾らになるのかを教えていただきたいと思

います。

また、今現在、厚岸町には正職員だけではなくて、嘱託職員はいいんですけれども、

臨時職員や非常勤職員といった中で定数外の職員というのがいるんですけれども、今現

在、臨時職員というのは何人いるのか。これは当然、そのフルタイムとして勤務してい

る方もいるでしょうし、また短時間での勤務をされている方もいろいろな場所場所でい

ると思いますので、それらについて何人なのか教えていただきたい、またこの人方の時

給というものが幾らなのか、これを教えていただきたいと思います。あと、また参考に

現在の北海道の 低賃金が幾らなのか確認したいと思います。

それと、ページ５の表なんですけれども、任用制度の概要でですね。ページ５の表な

んですけれども、共済年金受給開始年齢の引き上げスケジュールというのが出ているの

ですけれども、まずこの表の中でわからなかったのは定額部分、左側に定額部分、１階

部分の引き上げと報酬比例部分２階部分の引き上げというふうになっているところの横

には、年度が平成12年から平成37年度までとなっているのですけれども、これはちょう

ど真ん中の部分というのが抜けているのですよね、一番そこの右側を見ると昭和24年４

月２日から昭和28年４月１日生まれというふうになっているのですけれども、ここが何

年から何年度までのこの報酬比例部分が全額支払われるところになるのかというのが

ちょっとほわからないので、この表についてもう一度教えていただきたいというふうに

思います。

また、この表の一番上のほうには平成12年度までというふうな表で報酬比例部分、２

階部分、定額部分１階部分というのがあるのですけれども、報酬比例部分の年額の満額

を幾らなのか、また定額部分の年額の満額が幾らなのかというのを教えていただきたい

と思います。

また、いろいろとあって本当に大変申しわけないのですけれども、提案理由の説明の

中でも３月29日付の地方公務員公務員の雇用と年金の接続についてという通達について

説明されていたのですけれども、この概要の中の２ページの上段の勤務任用の形態は原

則で短時間勤務とするというふうになっていて、これは当然、規則のほうにもそのよう

になっているのですけれども、この通達のほうでは常時勤務を要する職に当該職員を再

任用することというふうになっておりまして、フルタイムというふうにされているので

す。

ただ、これが地方公務員法第59条や地方自治法の第245条の４には、単なる国からの技

術的な助言ですから、そこに倣わなければならないという義務的なものはないのですけ

れども、ただ通達として来ているものを無視してフルタイムでなく、短時間労働を原則
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とする、まるっきり逆のほうにしているのですね。通達の中にはフルタイムを常として、

これによりがたいと認められる場合には個別の需用があると踏まえて、必要があると認

められる場合には短時間勤務の職にということになっている。ただ、今回のこの条例の

中では、それを国の通達からまるっきり反対のことをやっている、これについてはなぜ

なのかというものをまず教えていただきたいと思います。

あと、それと説明の中でちょっとわからなかったのが、附則でもいろいろ規則関係と

かの条例関係の改正されているのですけれども、加給金の説明があったのですけれども、

臨時職員のですね、加給金の支給実績というものがあるのか、あれば教えていただきた

いと、昨年１年間でよろしいですのであれば教えていただきたいというふうに思います。

まず１回目はその程度でとどめておきたいと思いますので、お願いします。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） 大体８点ほどのご質問かと思います。

今すぐ用意できないものもございますので、若干、ちょっと休憩させていただいて、今資

料を揃えますので、申しわけありませんけれども少々お待ちいただきたいと思います。

●議長（音喜多議員） 休憩します。

午後１時08分休憩

午後２時09分再開

●議長（音喜多議員） 本会議を再開いたします。

総務課長。

●総務課長（會田総務課長） お答えいたします。

まず一つ目の25年度も含めての５年間の定年退職者数で申し上げます。29年度までの退職

者としては43人。年度ごと、25年度10人、26年度７人、27年度５人、28年度８人、29年度が13

人、合計で43人です。これが、定年退職者ということで対象者になります。ただし、再任用

につきましてはあくまでも希望者ということですので、ここで今、何人というようなことは

申し上げることはできません。

手当も含めた時間単価ですが、フルタイム職員で時給1,366円になります。

次に、平成25年４月１日現在の臨時職員数、それと非常勤職員数ですが、全体で申し上げ

させていただきます。非常勤職員が29人、臨時職員常勤で78人、嘱託はよろしいですね、合

計で107人。

次に、表の解釈ですが、このスケジュール、もう少しわかりやすいものを改めて配付をさ

せていただきました。３項、60歳定年退職者の再任用が可能な期間と退職、共済年金の関係

ということで新たなものを配らせていただきましたが、この表の見方としましては丸となっ

ているのが満額年金受給の年と、半丸になっているのが誕生日後、満額年金受給の年、三角、
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これが部分年金受給ということで、25年度を境にして上の部分が定額支給部分、25年度を境

に下の部分が報酬比例部分ということになります。半三角が誕生日後、部分年金受給という

ことになりまして、ちょっと 初に配らせていただいた資料がわかりずらかったのですが、

これからいきますと25年度対象者については61歳の誕生月から報酬比例部分が支給されると

いうことになります。26年度も同じくそういうようなことになります。順に34年度、33年度

対象者で65歳の誕生月からということで、34年度については65歳も同じ考えになります。そ

ういうような感じで見ていただければと思います。

次に、通達の解釈でありますけれども、通達では総務副大臣の通達ですけれども、下記の

部分に記載がされておりまして、当該職員が年金受給開始年齢に達するまで、常時勤務を要

する職、いわゆるフルタイム職に当該職員を再任用するものとすることというのが通達でご

ざいます。

ただし書きとして、当該任命権者は職員の年齢別構成の適正化を図る観点から、再任用を

希望する職員をフルタイム職に再任用することが困難であると認められる場合、または当該

職員の個別の事情を踏まえて必要があると認められる場合には、当該職員が年金支給開始年

齢に達するまで、短時間勤務の職に当該職員を再任用することができるということで通達が

来ております。

これは、フルタイム職を前提としております。それまでの再任用制度については、いずれ

でもその市町村の状況に応じて使い分けをすることになっておりますけれども、今回の国家

公務員の通達ではそういうようなことがされておりますが、厚岸町としてはこのフルタイム

職でも採用を全て希望者を行うことによって、これまで厚岸町で雇用してきた非常勤職員、

臨時職員等々にも影響を及ぼすこともあり得るだろうと、また新規採用職員の雇用にも影響

を及ぼす可能性もあるということで、あくまでも職を補完する形でフルタイムではなくて、

短時間勤務職員として再任用を行いたいというものでございます。

次に、北海道の 低賃金ですが、今現在、ことしの10月18日に改定がされまして719円から734

円になっております。

次に、臨時職員と非常勤職員への加給金の総額でありますけれども、臨時職員への加給金

は2,108万5,610円、これが24年度決算ベースです。非常勤職員へのこれは期末手当という言

い方になりますが、644万9,248円、これが一般会計から特別会計での金額。企業会計では236

万5,575円、これが24年度の金額となっております。

以上です。（発言する者あり）はい、わかりました。ちょっとお待ちください。

臨時職員の賃金でありますが、今現在、日額でよろしいでしょうか、日額ではいわゆる一

般事務で使われている臨時主事に関しては、これが 低金額で6,030円、日額。時間給では754

円これが今 低というか一番低い金額となっております。

非常勤職員の賃金の、これは月額になります。月額でこれは時間的な部分も、非常勤職員

ですからその求める勤務時間によって金額に差がありますが、 低では６万4,000円、 高で17

万2,800円というふうになっております。あくまで月額支給ですので、これは時間給には直せ

ません。先ほどの臨時職員についてはパートもありますので、時間給という定めもしている

ということでございます。

次に、退職共済年金の定額部分の満額で、これは若干の差異もありますけれども、平均と

いうことでお答えをさせていただきます。いわゆる大卒で38年勤務になりますけれども73万
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9,800円、年額です。高卒で81万7,673円と試算しております。報酬比例部分が大卒で128万5,000

円、高卒が139万8,000円、大体年間、高卒で220万円程度、月額にしますと18万5,000円程度

ということで試算をしているところでございます。

●議長（音喜多議員） ６番、堀議員。

●堀議員 何かお時間をとらせたみたいで申しわけありません。

それで、いろいろと問題が多々あるやに思うのです。５年間で43人の 大で再任用者

が出るよといったときに、定数外、臨時職員であれば定数外だと思うのですけれども、

その人方が皆さん全員が働いた場合は役場内で一般事務として働くといったときに、例

えば臨時職員を78人とかというふうに聞いたのですけれども、それらの人方を要は追い

出すというか、閉め出すというみたいな形に結果的になっちゃっうよというようなこと

にもなり得ると思うのです。

なおかつ、この人方はそのまま時給換算でいくと1,366円ももらえる。閉め出されるほ

うの人方は754円しかもらっていないのに、それの倍近い金額をもらう人方に追い出され

てしまうような形になると、私以前、臨時職員とか嘱託職員を不定期雇用から定期雇用

にすべきだとか、非常勤とかもやはりというような質問をさせていただいたときに、副

町長だと思うのですけれども、財源的な問題があってなかなかそれができないのだとい

うような説明がありました。

でも、自分方がこのような、いざなるといったときには、このような条例を上げてく

る、どうなのかなというふうに私だと思ってしまうのですよね。

いろいろと問題があって、今回、フルタイムではなくて臨時を原則としました。先ほ

どいろいろと言われておりましたけれども、ただ臨時を原則とすることによってまた一

つ問題が起きてしまうと思うのです。それは、31時間働いたときにもらえる金額という

のが明示されているのですけれども、そのときに報酬比例部分、報酬比例部分はもらえ

ますよね、１年間目は出ないにしても、２年目から報酬比例部分というのは出る職員と

いうのは当然いるといった中では、臨時時間外職員としての短時間勤務としてもらって、

なおかつ報酬比例部分をもらうと、そしてちょっと聞き忘れたのですけれども、規則の13

条の中では職員の服務の専制に関する条例の適用がないというふうにしていますよね。

先ほども言われた総務副大臣の通達の中にもあるのですけれども、この中に多様な働

き方を求める60歳を超える職員が勤務時間以外の時間を活用して希望する人生設計の実

現に資するため、職員が培った多様な専門的知識の経験を生かした活動や新たな分野で

の活動を行うことを希望する場合、公務の遂行等に支障が生じない範囲で適切な配慮を

行うと、これは要するに兼務と言わないな、兼職を要はできるようにしちゃうのではな

いのかと私だと思うのです。であれば、短縮しましたよと、１年目は確かに25年度から

出ないであれなのかもしれないけれども、２年目からは報酬比例部分というのが出る中

では、私の計算ではそうなってくると31時間勤務の方であれば350万ほど年間にもらえる

ようになるよと、なりますよね。なおかつ、兼職もできるのであれば一体この人は幾ら

稼ぐことができるのだという話にもなるかなと思うのです。

なおかつ、フルタイムのほうがフルタイムで働いても308万ですから、であれば選ぶの
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は当然フルタイムではなくて、31時間勤務を皆さん希望すると思うのです。フルタイム

の38.85時間を求めるよりは、それよりも７時間も少ない労働の中で行う。なおかつ、こ

れから３年ぐらいの人は50万くらいもフルタイムで働くより多くもらえるのだというの

であれば、当然、そちらのほうが有利だというふうに働きますよね。

そのような余りにもお手盛り過ぎるような、このような条例の制定というのが果たし

て町民に理解が得られるものなのか、私だと言いたいのです。

そもそも、この再任用制度の趣旨というものがあると思うのですけれども、これは課

長が会社のほうにも申し上げておりましたけれども、地方公務員の雇用と年金を確実に

接続するためということで、年金の無支給期間が出るから、その分を何かしらで見なけ

ればならない、高齢者の雇用の延長か何かというようなかけ声、その中でどんどん民間

では65歳までも雇いなさいよというふうに言われている。ただ公務員のほうは、それを

まだ決めておりませんから、そういったときにこの再任用制度なんですけれども、とい

う言葉でしかいいあらわせられないのですけれども、この年金の無支給期間を手当する

のが再任用制度ですから、というものを考えたときには本来であれば報酬比例部分と定

額部分の分の補填でいいのかなというふうに思うのです。報酬比例部分の定額部分であ

れば200万とかというような形になるのですけれども、約200万とか高卒で210万、220万

くらいになるのかな、というふうにはなるのですけれども、実際にもらえるのは240万と、

比例加算分もありますからもっともっともらえるというような形になる、これでは余り

だと。

私だと、この定額部分というのはもう既にない話ですから、定額部分なんてそんなの

はもう知らないよと、報酬比例部分だけを本来であれば手当すればいいのだというふう

にも言いたくはなるのです。定額部分を平成12年度、13年度以降、だんだんと減らして

いったように、また減らして１回なくなって、またこれから定額部分もなおかつ復活さ

せてその金額を補填しましょうというのですから、余りにもこれはお手盛り過ぎではな

いのかなと、そのように思うのです、いかがでしょうか。

あと、先ほど聞きましたけれども、職務の服務専制に関する条例の適用がないのはな

ぜかということをあわせてお聞きしますのでお願いします。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） まず、兼職の部分についてお答えいたします。

確かに専制に関する条例には、この規定は適用はありません。ただし、この再任用される

職員については、厚岸町の職員の服務規定、さらには地方公務員法に定める服務に関する規

定、全て適用されます。ということは、この兼職部分についても当然、再任用されている間

については兼職はできないというようなことになります。

お手盛り過ぎだというお話しがありました。これは、厚岸町だけではなくて、今回、この

再任用制度に関して３月の末に国のほうからの通達があった時点で釧路管内、担当者が集まっ

てどのくらいの金額が適当なのかということで検討をさせていただきました。

また、全道、全国の平均、これらも重ねながら検討をさせていただいたところであります。

厚岸町の正職員の給与については、あくまでも人事院勧告に基づいて決定をしております。



- 185 -

条例に倣った形で決定をしてきています。また、給料表についても国の国家公務員の俸給表

に基づいた金額を定めております。

この再任用職員の給料についても、あわせて国家公務員の俸給表の中で１級から10級まで

それぞれ規定がされております。この金額を見ますと、正職員の給料の約７割、この金額が

それぞれ１級から10級まで規定がされていると、厚岸町の場合は１級から６級しかありませ

んので、この１級から６級、それぞれ見た中では 終の退職時での給料の７割程度というこ

とに定められています。

確かに全道的な中では１級から４級まで定めているところもありますし、２級から４級ま

でそれぞれ給料表の中で定められているところもあります。この21万3,400円という金額であ

りますけれども、なぜこのフルタイムではなくて、短時間勤務を基本とするのかという部分

では、さらにその部分の８割を基本としたところの金額が妥当ではないかと、また定額部分、

報酬比例部分、これを合わせた金額がこれはあくまで平均で申し上げましたけれども200、２、

30万程度ということで、この金額にあわせた中で１年間の無支給期間を補償すべきというこ

とで検討したところであります。

この無支給期間で、これまで平成13年度で既にこの再任用制度というのは制度が開始をさ

れております。これは、定額支給部分の段階的な引き上げ、これに基づいて全道的にはもう

既に150以上の市町村で条例が定められ、どの程度、運用されているかわかりませんけれども、

基本的には条例を定めた以上、運用されているのだろうと、残りの今回の国の通知にあわせ

て行おうとしているのが約19程度です。その中に厚岸町も含まれております。

これまでは少なくても報酬比例部分が支給をされております。ですから140万程度について

は高卒であれば補償がされていたということでありますけれども、これが今回、34年度まで

の間に65歳まで引き上げられると、61歳、62歳で年金が支給される方々は別として、これは

まだその誕生月から支給されますので、まだその生活には及ばない部分はあるかもわかりま

せんけれども、 終的には65歳まで引き上げると。

この、今、国が進めているこの再任用制度について、厚岸町についてもそれに倣った形で、

また厚岸町としてはやはり17万円程度を基本として今、制度を始めようとしているものであ

りますので、ご理解いただきたいと思いますし、決してこの全道的な部分、管内的な部分を

見てもこの額が高いものではないというふうに思っているところであります。

また、これは退職共済年金ということだけで今、対象を絞って説明をさせていただいてお

りますけれども、年金制度というのは公的年金全てがこのような形で引き上げられることに

なっております。民間にも先ほどご質問者が申し上げられておりますけれども、高年齢者等

の雇用の安定等に関する法律というものが既に定められ、民間では高年齢者の雇用について

努力をしてきております。

その基本的理念、事業主の責務規定というものも、この法律の中では定められていると。

この民間にあわせて公務部門においてもやはり同じ制度を活用して、高年齢者の収入を守っ

ていかなければならないのではないかというふうなことでございますので、ご理解をいただ

きたいと思います。

●議長（音喜多議員） ６番、堀議員。
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●堀議員 ご理解はいたしません。

まず、職員の服務関係なんですけれども、確かに厚岸町職員の服務に関する規定の中

で兼職はできないと、ただそれはあくまでも原則であって、これには当然、町長が特に

認めた場合はできるという規定があるわけで、そういったときには今回のこの通達をもっ

て町長に特に認める場合というのが出てくるというふうに当然、考えられると私は思う

のです。

それが大きな問題ではなくていいのですけれども、都合のいいところばかりを取って

いるというふうにしか思えないのです。国の通達があって、年金制度が変わるから、国

の通達をもとにやろうよと、でも都合の悪いところは国の通達なんて無視してフルタイ

ムでやめて短時間にしようよと。その報酬単価は国の出している俸給表に基づいて、金

額的にも全道的な平均とか、全道的で大体このくらいとか言っていますけれども、厚岸

町ではどうなのですか。厚岸町で時給1,366円もいただける、なおかつこれらの再任用の

職員に関していうと１年だけで終わってしまって、来年から働けるかどうかもわからな

いじゃないですか、 低でも５年間は本人が任用を求めれば働けるのですよ、そうです

よね副町長。

今、厚岸町の役場で働いている臨時職員、皆さん一度、３月31日なりで切られる、こ

の人方というのは大体が一般事務の人方があれば５カ月、５カ月ぐらいで切られるのか

な、といった中で加給金も支払われないようにして雇用されて、だから加給金がこれだ

けあるのが私だとびっくりしたのですが、ほかの職種いろいろあるので確かにそうなの

かなとは思うのですけれども、一般事務だけに限ってしまえば、本当に５カ月ぐらいで

切られてしまって、加給金も払われないような劣悪な労働環境、ちまたでは労働契約法

が改正になって、不正規雇用でも５年間も働けば正規雇用になるよというふうになって

いますけれども、地方公務員の地方自治体の臨時職員は当然、労働基準法関係が適用に

なりませんから、一番劣悪な状況にあると、そういう人方、それでも一生懸命にも生活

のためにも働いている人方を閉め出すような形の中でのこの再任用制度をもって、高い

金額をもらって生活を、仕事をしていく、中にはいますよ概要にもありますれども、そ

の補充が困難であって、資格や免許、技術等の有するものであってといった中で、なか

なか募集しても来ないような人はやはり再任用を有効に活用した中ではしなければなら

ない、私も以前は医療系技術職員の確保についてお願いもした経過もありますから、そ

ういった中で理解はできるのですけれども、ただ一般的な一般事務をするような人方の

単価としては高いとしか言いようがないと。

私は、本条例はやはり取り下げるなりして、フルタイムを基本なんですけれども、そ

れがいかないであっても少なくても厚岸町の臨時職員、臨時主治医ぐらいの時給での再

任用制度というものをするべきだと、それが厚岸町としての胸を張って町民にも言える

再任用制度だと思う。その中で選択をして、いやいやそのぐらいだったら私は自分で事

業をやるわと言って仕事をやってもいいわけなんですから。

先ほども言った中で兼職禁止のものにも国の通達をもって認めて、だから仕事に支障

のない中でやった中では別に働いてもいいよというふうにしたほうがよっぽど私はいい

と思う、町民の理解が得られると思うのです。どうせ、もう後は反対するだけですから、

あえて答弁は要りませんけれども、そのように私だと思うのです。
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以上です。

●議長（音喜多議員） 町長。

●町長（若狹町長） 答弁は必要はないということでありましたけれども、１点だけ決定的な

誤解があるのではないかと思う部分については申し上げておきたいと思います。

平成25年度をもって退職する方が希望すれば５年間、継続して働くことができるというふ

うに解釈をされているようでありますが、概要の１ページをごらんになっていただきたいと

思います。

先ほど総務課長のほうからも説明を申し上げましたが、任期は４月１日から翌年の３月31

日までの１年間としております。ですから、希望者が全て65まで採用希望をすれば採用され

るというものではないということをご理解いただきたいと思います。

●議長（音喜多議員） ほか。

９番、南谷議員。

●南谷議員 何点か質問をさせていただきます。

厚岸町は昭和60年に定年制度を設定されておりまして、このときは定年制度と再任用

制度を合わさるような格好で制定をして、条例の制定をなさっております。

さらに、平成13年度には再任用制度が法律改正が行われましたけれども、このときも

町は再任用制度というものを適用をしておりませんし、今日に至っているという認識に

立っております。

今日ではよその自治体でも再任用制度について条例を制定したり、既に取り組んでお

られる自治体もあると認識をしておりますけれども、今日までこの再任用制度の条例制

定、それから実質、実施してこなかった事由というのですか、これらについてまずお尋

ねをさせていただきます。

さらに、今回の再任用導入の理由、国の法律に基づいてという説明がございました。

それはそれで、実質、運営もその規約に基づいて実施していくよと、条例だけ制定する

だけではなくて、そういうことも理解をさせていただいたのですけれども、ただいまの

６番議員、堀議員の答弁にもございましたけれども、この実施内容については大変、懇

切丁寧な資料をいただきました。この資料の内容については、私なりに理解をさせてい

ただきました。だから、この関係については直接、質問をいたしません。

これの設定に当たっての考え方はおおむね国の国家公務員の基準に基づいて準用して

きているよと、それを遵守していると、こういう考え方でよろしいのかどうか。

それから、さらに規約の規則の関係でちょっと確認をさせていただきたいなと思うの

ですけれども、先ほども議論になっていたのですけれども私は再任用の任期１年間で更

新と、このことで改めてお尋ねをさせていただきたいのですけれども、私はせっかく働

いていただくのであれば、１年更新よりは、ある程度、５年というものがめどがあるわ

けですから５年間、しっかり途中で何かがあれば別でしょうけれども、一生懸命やる職

員には５年間というものをめどに頑張ってもらえるような、ある程度、取り組みのほう
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がむしろ毎年、更新であれば、次の仕事場行ったほうがいいですよ、一生懸命やれる人、

優秀な、少なくても長年その役場職員として地方自治に携わってきて知識、それから経

験をふるに活用していただけるような人材というものを１年先で更新であれば、むしろ

活用できないのではないのかと。せっかく任用するのであれば、５年間はある程度、め

どに、その事業ケース、ケースによると思うのですけれども、ただしのんべんだらりで

は困りますよ、少なくても５年間なら５年間というものを今日の高齢化時代に向かって

どうするのだと、こういう捉え方がいいのではないのかなとかように考えます。この辺

についての考え方、議論がなかったのかどうか、私は反対にお尋ねをさせていただきま

す。

それともう１点でございます。職員の再任用執行伴いまして、先ほども、これも堀議

員が議論なさっていたのですけれども、新規雇用、再任用することで私は、これも町内

の人もそうなのでしょうけれども、私は新規採用の職員としての窓口が狭くなると思う

のですよね。当然、新規採用はされるのでしょうけれども、間に合うのであれば新規採

用しなくても再任用で間に合うだろうと。そうすると、厚岸町は雇用の拡大の推進に努

めておられるわけです、町長みずから先頭に立って、そういう部分では矛盾が生じるの

ではないのかなと、この辺のみずからが手を振って雇用推進の拡大に図っている町が再

任用するということで、高齢者対策の生活の安定をさせることも一方、雇用の窓口を広

げるという立場を推進している相反する面が出てきます。この辺は整合性はどのように

とられているのかお尋ねをさせていただきます。まず、ここまでとさせていただきます。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） まず１点目のこれまでこの制度を採用してこなかった理由であ

りますけれども、一番大きなその理由としましては、まず平成13年度から、60年度以後

のその定年制度の部分につきましては、これは実際に運用に当たっての規則というのは

定められておりませんでした。ということは、これはもともとの職員の定年等に関する

条例自体が当時、その条例だとか、規則というのは準用が示されておりましたけれども、

これに基づいた中での条例でありました。

その運用の部分については一切、規則などはありません。ですから、これはもともと

その厚岸町の中で運用するというものではなかったのだろうということが推測されてお

ります。

また、平成13年度での新たな地方公務員法、国家公務員法の改正に伴っての新たな再

任用制度という言い方をしておりますけれども、これを行ってこなかったのは少なくて

も定額支給部分と報酬比例部分を比較した場合に、定額支給部分よりも報酬比例部分の

ほうが金額的には大きいです。まだ、この定額支給の平成13年度の際に既にその定額支

給部分、その後には報酬比例部分が段階的に引き上げられるということは本制度の中で

決められておりましたけれども、まだその再任用を行って、生活を守るというところま

では至らないだろうということもありましたし、またちょうど平成13年度、それ以降の

平成16年度以降から厚岸町におきましては財政的な地方交付税が削られたことによって

の、減らされたことによっての財政的な問題もございましたので、その部分については
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この再任用制度を行ってこなかったということでございます。

この今回の規則の内容でありますけれども、国に基づいたものなのかということであ

りますが、実際に国はまだまだその再任用職員に対する先ほど６番議員がお手盛りとい

う言い方をしましたけれども、まだまだ手厚い部分ございます。ですから、あくまでも

厚岸町にあわせた中、また管内的な統一を図った中での定めということでさせていただ

いているところであります。

次に、１年間ではなくて５年間、優秀な職員については５年間を採用の原則とすべき

ではないかということがございましたけれども、これは国の制度、またさらには他市町

村の例、これら１年間というものが基本となっております。また、ただし当然、フルタ

イム勤務でただし書きがありましたけれども、補充がなかなかできない部分の方々につ

いては、当然、これは２年間、３年間、いてもらわなければならないときもあるだろう

ということでございます。

ただし、あくまでもその１年間というものを基本にしなければ、次の年にもまた定年

退職を迎えて再任用を希望される方々もおりますので、その職、たくさん国家公務員と

は違ってたくさんあるわけではございません。この組織の中ですから、当然、その新規

採用への影響、あとは非常勤職員、臨時職員の影響を考えますと、この２年間、３年間

というのは５年間を 大限にしてのというのはなかなか難しいのではないかというふう

に考えているところでございます。

新規採用の窓口が狭くなのではないかということでございますけれども、これも今、

申し上げましたけれども、この新規採用職員、これまで厚岸町は管内的にここ数年特に

多くの職員を採用してきております。これへの影響をできるだけ少なくしたいというふ

うに考えています。その中で、この再任用を希望される職員の職を探していかなければ

ならないだろうというふうに思いますけれども、特に地域の雇用を守るためには町の中

で大企業である厚岸町がこの再任用を行うことによって、新規採用職員の枠を減らすと

いうことにならないように運用を努めていきたいというふうに考えております。

●議長（音喜多議員） ９番、南谷議員。

●南谷議員 まず 初の質問した部分、質疑した部分なんですけれども、私が思うには昭

和60年ころといいますとたしか僕も組合にいたころなんですけれども、たしか厳選の時

代に直面してきた時代で、厚岸町の将来というものが非常に先行きの暗い、漁業関係で

はあったのではないかなと。ある意味では水揚げがあったのですけれども、急に変動、

著しい時代編成だったのではないのかなと、水揚げそのものはまだまだあったのですけ

れども、ですから環境が整わなかったのかなと私なりに推測をしておりました。

さらに13年度以降、地方交付税の減額によってなかなか厳しい状況である中で、役場

職員の皆さんは再任用制度では管内的に、全国的に設置というものは町は取り組んでこ

られなかったと、こういう認識をすると、職員の皆さんにすると少し歯がゆい思いをし

ていたのだろうなという思いは私なりにさせていただきました。

次に、ぜひ役場の臨時の方々の採用もそうなのですけれども、短期更新というのは私

はできれば法律的にはいろいろな問題があるのでしょうけれども、やはり厚岸で一生懸
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命働きたいという人が皆さん働く人にはある程度、長期スパンでものを捉えてやらない

とせっかく技術とかそういうものが身についたのに、１年ではいだめよでは、やはり優

秀な同じその職種が少なくなってきているわけですから、これも一考する時期にも私は

来ているのではないのかなと思います。１年間で終わりですよでは、人も育たないし、

臨時でずっと働いてくれる人も結婚できるような職場というのですか、そういうふうに

町だって全員が正職員にできない時代でございますから、この辺もやはり考えていかな

ければならない時代ではないのかなと私は思います。

それで、先ほど伺ったのですけれども、課長の説明ですと再任用の基準なんですけれ

ども、国家公務員よりもある程度、規定よりも厳しいと、それはある意味ではある程度

理解する部分もあるのです。ですれども課長、私もかつて人員整理、その中、組合で通

り過ごしてきた時代もありますし、組合でかつて55歳から60歳に定年延長をさせていた

だいた経過があります。60歳まで。そのとき年金ないんですよ、この間。全然ゼロです

よ。延長するときに、退職金は若干下げてもらったのですよ。延ばすかわりに。

先ほど条件は厳しいですよと言われたのですけれども、国の方針として、例えば50歳

以上の職員の皆さんはある程度、定昇ストップをしますよと、こういうことも検討して

いますよね、国では。優秀な方は、それなりのポストの方は何人かは定昇するのでしょ

うけれども、この辺についても今回の任用について、するときに、任用だけについては

いいですよ、当然、財政の健全化を掲げている厚岸町としては、一方で再任用の制度を

引きよということは、これから退職目前にされている人にすると目前の話ですけれども、

皆さんに若い人らにかかわることなんだわ。その人たちにとっては条件が向上するんで

すよ。

確かに年金制度は上がっていくから得になるかもわからないけれども、将来に有利な

道が出ます。その分、やはり今回は無理でも、そういうことについても50歳からの制度

についてはこうだという今後の検討課題としては僕はあるのではないかと、この辺につ

いては検討がなされなかったのでしょうか、いかがですか。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） いわゆる高年齢層と言われる特に55歳以上の職員の給与、これ

につきましてはそれまでは４号俸、昇給ですね、昇給が４号俸のところ２号俸に今現在、既

になっております。

あわせて、その退職金でありますけれども、これも既に国家公務員の法律が改正され、さ

らには北海道の退職金年金組合の条例も改正をされ、 終的にはこれは例ですが、例えば2,500

万円もらっている方であれば、 終的には2,100万、400万削られると、 終的には。これも

段階的なものがありますので、これもあわせた中での今回の再任用制度の義務化ということ

なんだろうというふうに認識をしているところであります。

今回の昇給ストップの部分についてですけれども、これも検討しております。ですが、こ

れも組合との協議も必要になってまいりますので、今回についてはまだ時間的な部分で足り

ない部分がありますので、これについても検討を進めなければならないというふうに認識を

しているところでございます。
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●議長（音喜多議員） ９番、南谷議員。

●南谷議員 私は再任用については長年役場で培った実績、経験をしっかり生かしていた

だいて、一生懸命頑張って働いていただくという意志のある方については、少なくても

職場がどうだとか、こうだとかでなくて本人の意志、そういう姿勢で臨まれる方にはど

しどし残っていただいて、受け入れて、将来に皆さんが働く意欲につながるような再任

用制度の運用というものをしっかり私はしていくべきではなのかなと、こういうふうに

思いますがいかがですか。

●議長（音喜多議員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） いろいろご提言をいただきました。これを運用していくには、

例えば長期に雇用をというお考えもお示しをいただきましたけれども、一方ではご質問

者が言われているように新規職員の採用の問題、あるいは臨時職員の採用の問題、これ

らと相反する部分が出てくることが危惧されます。その辺の運用の仕方というものを適

切にしていく必要があるだろうなというふうに思っています。

それから、一つつけ加えさせていただきたいのは、ことしは人事院勧告がございませ

んでした、人事院報告という形で報告がなされています。ただし、もう既に二、三年前

の人事院勧告から公務員においても定年制の段階的な延長というものが検討されるべき

であるという人事院の勧告がなされております。

といいますのは、ご案内のように少子高齢化が進んで労働人口が少なくなって、社会

保障制度を支える基盤というのは脆弱になってきているというようなことも踏まえて、

そういう勧告があったものと私どもは認識をしておりまして、私の段階で今後どうなる

ということはここでは明言できませんが、できませんが既にそういう勧告がなされてい

ると、そういう制度がきちっとできる前に実際にそういう年金の無支給期間が生じるこ

と、これを回避するための方法であるというふうに認識をしておりまして、この辺の運

用を適切にしてまいりたいというふうに考えております。

●議長（音喜多議員） ほかに質疑ありますか。

（「あります」の声あり）

●議長（音喜多議員） ちょうど休憩時間に来たので、休憩後でよろしいですか。

休憩します。

再開は、15時30分といたします。

午後３時02分休憩

午後３時30分再開
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●議長（音喜多議員） 本会議を再開いたします。

10番、谷口議員の質疑から進めます。

10番、谷口議員。

●谷口議員 この制度に私が反対するものではありませんけれども、今、この地方公務員

の年齢構成というか、非常に時代時代に結構、この地方公務員というのは昔から振り回

されてきていますよね、いろいろな給料だとか、そういう面だとか、あるいは職員のき

ちんとした配置だとか、そういうもので、私が議員になったころは議員の定年制はあり

ませんでしたし、その後、時代の変遷を経て、一時はもうほとんど採用しない時代が長

く続いたり、その前がちょっと多くとったり、いろいろありました。

そういうことで、地方公務員を職務とする人たちは結構、いろいろなときに大変な思

いをしながらやっているということがわかるのですけれども、今、この厚岸町において

年齢構想がいびつな部分というのがどの部分であるのか、その今回、ＪＲ北海道なんか

でも大きな問題になっていますよね、やはり本当にきちんとした技術だとか、経験だと

か、そういうものがその職場になかったり、あるいはきちんと後継者に継承されていっ

ていなかったり、そういうことができていないことがＪＲなんかでは大きな問題になっ

ているのですけれども、やはり厚岸町もそういうものがあるのであれば、こういうとこ

ろがあると、そのためにはこういう人がやはり退職しても必要なのだというところも一

つには示していかないと、この制度は本当にみんなから、ああそうだよなということに

はなっていかないのではないのかなというふうに思うのですけれども、それらについて

ちょっと教えていただきたいと思います。

それから、任用された職員の身分というか、医療保険だとか雇用保険だとかいろいろ

言われておりますけれども、これは労災の対応、労災の適用はどういうふうになるか、

さっき見たら公務員、公務災害補償の対象になるというふうになっているのですけれど

も、これについてちょっと教えていただきたいと。

それから、この役場の中に臨時、非常勤、さまざまなことで働いている職員がいるの

ですけれども、その地方公務員と同じ地方公務員に準ずる仕事をする人、あるいは身分

的にもそういう対外的にもそういう人と、あるいはそういう地方公務員の共済制度だと

か、そういうものから外れる臨時職員というのはいるのかどうなのか、その辺はどうい

うふうに今、厚岸町はなっているのか教えていただきたいというふうに思います。

●議長（音喜多議員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） ３点ほどご質問をいただいたと、１点目の年齢構成に関して、

私のほうからご答弁を申し上げたいと思います。他の２点は総務課長のほうからご答弁

をさせていただきます。

特に厚岸町で今、職員構成で薄い部分は45歳前後、具体的に言いますと昭和41年生ま

れの者、これが２人しかおりません。それから、その前の昭和40年生まれの者、これが

４人でございます。ここが一番薄い年齢になっております。それから昭和38年生まれの
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者、これが３名となっております。

ご質問者がご指摘のように年齢構成が薄くなる世代が何年も続くというようなことが

あれば、それまでの技術、経験、この伝承が薄れてしまうという組織上の問題があると

いうふうに言われておりまして、厚岸町では地方交付税が大幅に削減されて、そのとき

に管内の市町村では採用ゼロという年が何年か続いた自治体もございます。

このときに町長と相談をさせていただいて、そういう採用ゼロというようなことが続

くようであれば、そういう組織的な問題が生じるおそれがあるということと、それから

これはチャンスだと。他の自治体で採用されないということになれば、厚岸町を希望し

てくれる方がふえるのではないかと、そうすれば我々の選択肢の幅もふえるし、優秀な

方に応募をいただくということのチャンスであるというふうに考えまして、厚岸町は継

続的に５名から、それ以上の職員を採用させていただいてきております。

ただ、退職者全員を補充ということには相成りませんでしたけれども、採用ゼロとい

うようなことはしないように取り進めてきたところでございます。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） 私のほうからあとの２点についてお答えをいたします。

再任用常勤職員につきましては、北海道の市町村職員共済組合に加入することになります。

これは参考でお配りしております規則の５ページの部分になります。再任用短時間勤務職員、

これについては健康保険法の規定による健康保険及び厚生年金保険法の規定による厚生年金

保険に加入すると、その諸給付を受けるということになります。

ただし、その１週間あたりの勤務時間がおおむね再任用常勤職員の４分の３、29時間、大

体29時間になりますけれども、これに満たないために健康保険法及び厚生年金法に適用受け

ることができない場合、これについては国民年金保険、または国民年金保険法の規定による

国民健康保険に加入すると、諸給付を受けるということになっております。

雇用保険につきましては、雇用保険に加入することになりますけれども、１週間当たり、

おおむね20時間に満たない場合、これについては雇用保険に加入することはできないという

ことになっております。一般的な取り決めと同じでございます。

公務災害補償につきましては、これも第21条に書いているとおりでございまして、通勤に

より不祥事、もしくは疾病にかかった場合、地方公務員災害補償法の規定によりその諸給付

を受けることができるということになっております。

正職員、一般の職員と違う扱いとなるものにつきましては、嘱託職員は一般的に一般の職

員と同じ扱いで地方公務員共済組合に加入しております、また退職手当組合にも加入してお

ります。ただし、非常勤職員、臨時職員につきましては、これとは違う扱いと、今言った国

民健康保険なり厚生年金のということになるかと思います。

それが先ほど人数申し上げておりますけれども、非常勤職員、現在29人、臨時職員につい

ては78人ということでございます。

●議長（音喜多議員） 10番、谷口議員。
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●谷口議員 私は、先ほどこの提案理由の中で強調されていた年金のことだけをやはり強

く出すというのは、やはりなかなか役場の職員はという町民の中にある感情というか、

そういうものもやはり考えていかなければならないのではないのかなと、やはり先ほど

の資料を見て、いやこんなにというのであればほかのところではちょっと、やはり見て

て思った議員も中にはいるんですよ。

ですから、やはりさっき言ったそれだけ役場の中で働いて、まだ再任用でも働くこと

ができる、そういう人たちがただ上から言われたことを淡々とこなすのではなくて、そ

の経験があるときにはやはり若い職員たちの模範になるようなことをやって見せるだと

か、あるいはきちんとこういう指導者としてもやっていただきたいなというふうに私は

思うのですけれども、そういうことをやらないと、なかなかこの制度を年金のことだけ

にかこつけてしまったのでは、なかなか理解を得ることは難しくなってくるのではない

のかなという、私は思うのです。

その辺も考えて運用に当たっては町民の理解が得られるような方法で運用をしていっ

てほしいというふうに考えるのですが、いかがでしょうか。

●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） ただいま議員言われましたとおり、またその他の６番議員も申

し上げられておりましたし、９番議員も申し上げられておりましたけれども、その年金のみ

をということで当然、この残っていただく、また再任用される職員の方々には若い職員の模

範となるよう頑張っていただきたいというふうに思っておりますし、特に厚岸町の今、先ほ

ど副町長のほうからそのいびつになっている部分ということで申し上げられましたけれども、

特にその技術部門におきましては、定年退職を迎えられて今、若い職員が多くなっておりま

す。これらのことを考えますとやはり、40年間、30何年間、数年間頑張ってこられた方が若

い職員にその技術、知識、これを継承していくということが大きなもう一つの目的なんだろ

うというふうに思っております。

ですから、これから再任用制度が来年度以降、始めたいというふうに考えておりますけれ

ども、その辺を重視した運用にしていきたいというふうに考えております。

●議長（音喜多議員） もう１回、10番、谷口議員。

●谷口議員 わかりました。

それで、あともう一つ、別な角度からお伺いしたいのですけれども、 近、災害が多

いんですよね。それで、災害時に十分な人材を確保できないとか、その たるものがこ

の間の水道の事故というかではなかったのかなと。そうしたら、給水車を動かしたい、

何をしたい、やりたいことがいっぱいあるんだけれども、肝心の運転手が足りないだと

か、車はあるんだけれど運転手がいないとか、そういうときのための人材を確保するよ

うなことも、これでやれとは言いませんけれど、何らかの形で考えておく必要もあるの

ではないのかなというふうに思うのですけれども、そういう点ではどうなのですか。
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●議長（音喜多議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） 今、ご質問者言われたとおり、この再任用制度の中でそれをそ

のような運用ができるかとなると、なかなか難しい部分があるかと思いますけれども、恐ら

く臨時職員としての採用ということになるかと思いますけれども、そのようなことも今回の

その災害を見たときに必要になってくることもあるかと思いますので、検討していきたいと

いうふうに思っております。

●議長（音喜多議員） ほかに質疑ありますか。

（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。

（「異議あり」の声あり）

●議長（音喜多議員） 異議ありますということで、討論ありますか。

それでは、討論がありますので、これより討論を行います。

初めに、原案に反対者の発言を許します。

６番、堀議員。

●堀議員 私は、議案第106号 厚岸町職員の再任用に関する条例の制定について、この条

例の制定についての反対の立場から意見を述べさせていただきます。

私が長時間、時間をいただいた中で審議、質問させていただきましたけれども、この

条例がいかに公務委員のための優遇された制度であるのか、民間、とりわけこの厚岸町

の厳しい雇用環境を見たときに、それと掛け離れた状況であるのかというものは、私の

審議の中、なかなか３回という中ではその意義が皆様方にも皆様方にも十分伝わらなかっ

たのかもしれませんけれども、私としてはできる限りそれをお伝えするようには努めた

つもりではおりました。

このような公務員のための条例を制定する、議員の皆様にお伺いしたいのですけれど

も、私たちが普段、向き合わなければならないのはどなたでしょうか。私たちが普段、

向き合わなければならないのは今、目の前にいる理事者や町内にいる職員たちではなく、

厚岸町内にいる町民に対して常に向き合い、町民の目線に立って、町民の判断、その理

解できる判断に立って、その責任ある町議会議員としてここにいる者としての任務を全

うすべきであろうなというふうにも思います。

そのような中で、このように町民の意識から掛け離れたような条例の制定に対しては、

私の信義則にのっとって承伏することができません。ぜひ、私の意を汲んでいただきま

して、賛同を同じくしていただける方が１人でもいることを切に願うものであります。
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大変、若輩者が生意気なことを言って申しわけありませんけれども、よろしくお願い

いたします。

●議長（音喜多議員） 次に、原案に賛成者の発言を許します。

９番、南谷議員。

●南谷議員 本条例に賛成の立場で討論をさせていただきます。

国が再任用制度を昭和60年に制定以降、本町は再任用を実施してきておりません。そ

して今日に至っておるわけでございます。

今回の制定によりまして、年金引き上げによる無支給年の解消、さらには若い職員の

将来の生活設計の不安を払拭し、仕事に精錬していただける、また意欲を持っていただ

ける、そんな再任用制度になっていただければと思います。

また、再任用をされる方々の長年培ってこられました皆様の自治体職員としての実績、

経験を活用していただいて、後輩の指導、徹底をしていただければ、よりよい厚岸町の

役場運営が可能ではないかと、かように考えます。

よって私は、本条例制定に賛意を示すものであります。議員皆様の深いご理解を賜り

たくお願いを申し上げ、討論といたします。

●議長（音喜多議員） ほかに討論ありますか。

（な し）

●議長（音喜多議員） なければ、以上で討論を終わります。

これより、起立により採決を行います。

お諮りいたします。

本案のとおり、可決すべきものと決するに賛成者議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

●議長（音喜多議員） 着席ください。

出席議員数11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９、議案第83号 平成25年度厚岸町一般会計補正予算、議

案第84号 平成25年度厚岸町国民健康保険特別会計補正予算、議案第85号 平成25年度

厚岸町簡易水道事業特別会計補正予算、議案第86号 平成25年度厚岸町下水道事業特別

会計補正予算、議案第87号 平成25年度厚岸町介護保険特別会計補正予算、議案第88号

平成25年度厚岸町介護サービス事業特別会計補正予算、議案第89号 平成25年度厚岸

町後期高齢者医療特別会計補正予算、議案第90号 平成25年度厚岸町介護老人保健施設

事業特別会計補正予算、議案第91号 平成25年度厚岸町水道事業会計補正予算、議案第92
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号 平成25年度厚岸町病院事業会計補正予算、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（小島課長） ただいま上程いただきました、議案第83号 平成25年度厚岸

町一般会計補正予算から議案第90号 平成25年度厚岸町介護老人保健施設質疑特別会計

補正予算の提案理由をご説明申し上げます。

議案書の１ページであります。

平成25年度厚岸町一般会計補正予算（４回目）。

平成25年度厚岸町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条第１項、歳入歳出予算の補正であります。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億2,102万4,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ84億147万8,000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４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、12款17項、歳出では12款30項にわたって、それぞれ１億2,102万4,000円の

増額補正でございます。

事項別により、ご説明いたします。10ページをお開き願います。

歳入であります。

９款１項１目国有提供施設等所在市町村交付金、１節自衛隊基地交付金、3,000円の増。

交付額確定による増であります。

10款１項１目施設、地方特例交付金、11万6,000円の減。交付額確定による減でありま

す。

13款分担金及び負担金、２項負担金、１目民生費負担金、１節社会福祉費負担金、1,000

円の減。身体障がい者デイサービス事業負担金の減であります。

２節児童福祉費負担金、131万6,000円の増。厚岸保育所入所児童数の見込み増による

ものであります。

14款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務費使用料、１節総務管理使用料、17万6,000

円の増。インターネット加入者の増によるものであります。

４目農林水産業使用料、１節農業使用料、701万円の減。牧場使用料、夏季放牧及び冬

季 ともに受け入れ頭数の減によるものであります。

５目１節商工使用料、９万5,000円の増。内訳は、説明欄記載のとおりであり、

公園は祭りの出店業者数及び使用面積の増によるものであります。愛冠野営場は、開園

期間終了に伴い、見込みを上回る実績による増であります。

15款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、１節社会福祉費負担金、11

万4,000円の増。障がい者自立支援給付費負担金給付の見込み増によるものであります。

２節児童福祉費負担金、310万9,000円の減。自動手当負担金、児童手当支給人員の減

少見込みによる減であります。

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、176万2,000円の増。
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地域の元気臨時交付金情報化推進は、厚岸情報ネットワーク多重化整備事業への充当財

源の計上であります。なお、地域の元気臨時交付金につきましては、厚岸町の交付限度

額一時分の8,007万8,000円に加え、去る10月25日に２次分を含め１億5,648万5,000円と

する通知がされたところであります。

予算計上額は、２次分を地方負担額の80％としておりましたが、90％分を認めていた

だいたことから、その差額1,772万7,000円を今補正予算に計上するものであります。な

お、本交付金の充当事業につきましては、別紙配付の説明資料をご参照願います。

２節防衛施設周辺整備事業補助金、50万円の増。特定防衛施設周辺整備調整交付金財

産管理、財産管理費、消防設備に充当増とするものであります。特定防衛施設周辺整備

調整交付金につきましては、２次交付分の配分が8,394万円と決定したことにより、総額

２億8,338万3,000円となりました。９月補正では、前年度同額の補正計上として交付決

定の遅延により、事業執行に支障が出ないよう対応を準備しておりましたので、前年度

よりも増額となった今回の補正分、993万9,000円は計上事業への充当振りかえとするも

のであります。なお、本交付金の充当事業につきましては、別紙配付の説明資料をご参

照願います。

２目民生費国庫補助金、１節社会福祉費補助金、229万3,000円の増。地域の元気臨時

交付金、老人福祉の増であります。

２節児童福祉費補助金、485万6,000円の減。子育て支援交付金、588万4,000円の減。

補助制度が北海道の子育て支援対策事業補助金へ以降したことによる組みかえ減のほか、

説明欄記載のとおりであります。

４目農林水産業費国庫補助金、４節防衛施設周辺整備事業補助金、1,693万9,000円の

減。矢臼別演習場周辺農業用機械導入事業補助金、畜産業80万円の減。同じく、施設整

備事業補助金、畜産業、1,423万9,000円の減。充当事業の執行見込減のほか、説明欄記

載のとおりであります。

６目土木費国庫補助金、１節道路橋梁費補助金、932万8,000円の増、５節住宅費補助

金、31万8,000円の増、６節防衛施設周辺整備事業補助金、580万2,000円の増、それぞれ

説明欄記載のとおりであります。

８目教育費国庫補助金、３節中学費補助金、13万7,000円の増、７節防衛施設周辺整備

事業補助金、100万円の減、それぞれ説明欄記載のとおりであります。

11目災害復旧費国庫補助金、２節農林水産業災害復旧費補助金、1,136万6,000円、新

規計上。尾幌地区農業用施設災害復旧事業補助金、361万円、大別地区農地災害復旧事業

補助金、775万6,000円、いずれもさきの台風18号災害の復旧事業補助金の計上でありま

す。

12ページ、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、４万7,000円

の減。中長期在留者居住地届け出等事務委託金、交付決定による減であります。

16款道支出金、１項道負担金、１目民生費道負担金、１節社会福祉費負担金、５万7,000

円の増、障がい者自立支援給付費負担金、給付費の見込み増によるものであります。

２節児童福祉費負担金、86万8,000円の減。児童手当負担金、児童手当支給人員の減少

見込みによる減であります。

２項道補助金、２目民生費道補助金、２節児童福祉費補助金、621万4,000円の増、子
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育て支援対策事業補助金588万4,000円、国庫補助金からの振りかえ計上であります。ひ

とり親家庭等医療費補助金、医療費の見込み増による33万円の増であります。

４目農林水産業費道補助金、２節農業費交付金、９万8,000円の増、説明欄記載のとお

りであります。

３項委託金、１目総務費委託金、３節戸籍住民登録費委託金、５万2,000円の減。旅券

事務委託金、取り扱い件数の減による交付額決定に伴う減であります。

４節選挙費委託金、96万6,000円の減、参議院議員選挙費委託金、委託金算定見直しに

よる減であります。

５節統計調査費委託金、35万3,000円の減。各種統計調査費委託金の交付決定による件

であります。

４目農林水産業費委託金、３節水産業費委託金、８万2,000円の増。漁港利用料徴収委

託金であります。

17款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、１節土地建物貸付収入、20万2,000

円の増。職員住宅料の改定による増減であります。

２項財産売り払い収入、１目不動産売払収入、１節土地売払収入、88万8,000円の増。

門静１丁目86番地、通称偕楽園団地の売り払い公募の宅地、355.45平方メートルであり

ます。

２節その他不動産等売払収入、81万7,000円の増。石材売払代の増であります。

２目１節生産物売払収入、59万4,000円の増。カキ種苗売り払い代、売り払い実績によ

る68万1,000円の減、餌料藻類売払代、販売見込みによる127万5,000円の増であります。

18款１項寄附金、１目１節一般寄附金、23万5,000円の増。茨城県内藤裕史様３万円、

東京都矢萩英司様10万円、栃木県宗石亨様10万円、釧路市佐藤稔様5,000円であります。

８目１節消防費寄附金、２万5,000円。厚岸町女性団体連絡協議会様であります。

19款繰入金、１項基金繰入金、４目１節まちおこし基金繰入金、200万円の増。歳出計

上のまちおこし補助金の財源計上であります。

６目１節環境保全基金繰入金、30万円の増。廃棄物対策費で、歳出計上の生ごみ水切

り容器に充当するための繰り入れであります。

20款１項１目繰越金、１節前年度繰越金、１億522万1,000円の増、補正財源調整のた

めの計上でございます。これにより、平成24年度からの繰越金の残額は6,685万5,000円

で、年度末まで大雪による除排雪経費の増、施設や設備の突発的な修繕など、追加計上

の財源として留保するものであります。

21款諸収入、６項３目３節雑入、349万8,000円の増、次ページにわたり新規計上の厚

岸情報ネットワーク移設補償費141万7,000円、町有建物災害共済基金情報化推進９万

6,000円、保健師等研修実収料３万円、立木伐採補償金7,000円、鉄くず売払代町営牧場14

万4,000円、総合賠償保険保険金、商工損害賠償５万7,000円、同じく小学校損害賠償６

万円、農地保有合理化事業等業務委託金6,000円のほか、それぞれ説明欄記載のとおりで

あります。

22款１項町債、３目衛生債、１節保健衛生債、1,320万円、水道事業会計の宮園配水池

整備事業への出資金の財源として、発行同意予定の一般会計出資債の計上であります。

６目土木債、２節道路橋梁債、320万円の減、６節住宅債、260万円の減、７目１節消
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防債、1,140万円の減、９目災害復旧債、２節農林水産業施設災害復旧債、690万円の増、

そけぞれ説明欄記載の充当事業債の増減であります。

以上で、歳入の説明を終わります。

16ページをお開き願います。歳出であります。

１款１項１目議会費、17万4,000円の減。議会運営25万8,000円の減のほか、説明欄記

載のとおり執行見込みに伴う増減であります。

２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、183万9,000円の増。18ページにわた

りますが、庁舎町民広場が燃料費、光熱水費などの増により184万3,000円増のほか、説

明欄記載のとおり執行見込みに伴う増減であります。

なお、燃料単価及び電気料が当初予算よりも値上げとなっており、年度末までの執行

見込みにより各施設等において増額補正となっております。

２目簡易郵便局費４万5,000円の増、３目職員厚生費３万2,000円の増、20ページにわ

たり説明記載のとおりであります。

４目情報化推進費753万6,000円の増、主に厚岸情報ネットワーク605万1,000円の減は、

修繕料で計上していたＩＰ告知端末等の新規設置経費を厚岸情報ネットワーク設備整備

事業の工事請負費に追加分と合わせ、計上がえするとともに、新たに北電柱立替に伴う

共架変更など、整備委託料445万2,000円の計上であります。

このほか、説明欄記載のとおり執行見込みに伴う増減であります。

22ページ、８目財政管理費、26万1,000円の減。説明欄記載のとおり執行見込みに伴う

増減であります。

10目企画費217万8,000円の増、企画一般32万1,000円の増、主に第５期総合計画の後期

行動計画の策定に向けた町民満足度調査経費の追加計上であります。まちおこし補助金

200万円の増、教育費に当初、計上しておりました姉妹都市中学生国際交流につきまして、

180万円が北海道の地域づくり総合交付金の交付決定となり、一方、主催する実行委員会

からのまちおこし補助金200万円の交付、要望書の提出があり、内定委員会の審査を経て、

要望どおり補正計上するものであります。

なお、参加者負担金が10人で105万円であり、引率者３人分を含め総額485万円の事業

計画となっております。

このほか、説明欄記載のとおりであります。

11目財産管理費４万6,000円の増、24ページ、12目車両管理費15万円の増、２項町税費、

１目賦課納税費、増減なし。３項１目戸籍住民登録費、30万3,000円の減、26ページにわ

たりそれぞれ説明欄記載のとおり執行見込みに伴う増減であります。

４項選挙費、６目参議院選挙費、96万5,000円の減。算定見直しされた国庫委託金内の

執行見込みにあわせた減であります。

５項統計調査費、１目統計調査総務費、34万8,000円の減。次ページにわたり、各統計

調査の執行見込みによる調整増減であります。

６項１目監査委員費13万円の減。次ページにわたり説明欄記載のとおりであります。

30ページ、３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、162万円の増。32ペー

ジにわたり、主に福祉灯油29万4,000円の増、灯油単価アップ分であります。保健福祉総

合センター健康広場128万3,000円の増、主に施設と車両の燃料費、修繕料の増でありま
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す。このほか、説明欄記載のとおり執行見込みに伴う増減であります。

２目心身障がい者福祉費、65万1,000円の減。育成医療給付22万9,000円の増、対象者

がふえる見込みによるものであります。

地域生活支援88万円の減、主に地域活動支援センター運営費が計画変更により90万

7,000円の減であります。

４目老人福祉費、1,190万9,000円の減。介護予防生活支援高齢者福祉33万9,000円の増、

生活管理指導員派遣委託料の36万円は利用者の増によるものであります。老人保護措置

費123万3,000円の減、実績見込みによる減であります。

34ページ、長寿祝金38万円の減、対象者の減によるものであります。介護保険特別会

計操出金59万6,000円の増、介護サービス事業特別会計操出金1,034万3,000円の減のほか、

それぞれ説明欄記載のとおりであります。

５目後期高齢者医療57万7,000円の減、次ページにわたり、後期高齢者医療一般32万

8,000円の増、北海道後期高齢者医療広域連合負担金、前年度の医療給付費負担金の精算

による増であります。後期高齢者医療特別会計操出金90万5,000円の減であります。

７目自治振興費982万3,000円の増、地方バス路線維持対策として、釧路バスが運行す

る生活交通路線国庫補助金対象である霧多布線系統１分が730万9,000円増の847万5,000

円、町単独路線の床潭線が34万6,000円増の421万7,000円、同じく町単独路線の霧多布線

系統２分が関係する浜中町と不足分を折半し、216万8,000円増の419万円となり、合わせ

て1,688万2,000円で、各路線運行維持するための町補助金の増額であります。

８目社会福祉施設費91万9,000円の増。主にコミュニティセンター集会場、生活改善セ

ンターの各修繕料の増額補正と38ページ、上尾幌地区コミュニティセンター整備事業は、

当初、外壁及び屋根の塗装を予定しておりましたが、建物の再調査の結果、昨年度には

確認できなかった外壁の腐食部分の取り替え工事もあわせて執行するため、58万1,000円

の増額補正であります。

２項児童福祉費、１目児童福祉費総務費、４万8,000円の増。説明欄記載のとおりであ

ります。

２目児童措置費484万5,000円の減、児童手当対象人員の見込み減であります。

３目ひとり親福祉費66万円の増、ひとり親家庭等医療費の増であります。

４目児童福祉施設費15万5,000円の増。42ページにわたり、それぞれ説明欄記載のとお

り、執行見込みに伴う増減であります。

４款衛生費、１項保健衛生費、１目衛生予防費、９万円の増。公衆浴場設備修繕助成、

公衆浴場経営者からの町に助成願いがあり、町の助成要綱に基づき助成額の追加計上で

あります。

２目健康づくり費16万円の減。44ページにわたり、主に予防接種95万6,000円の減は、

子宮頸がんワクチン予防接種委託料が174万2,000円の減となり、ヒブワクチン予防接種

委託料が66万3,000円の増、小児肺炎球菌ワクチン予防接種委託料が12万3,000円の増で

あります。高齢者肺炎球菌ワクチン接種費費用助成が57万4,000円の増、エキノコックス

症検査委託料が26万4,000円の増であります。このほか、説明欄記載のとおりであります。

４目水道費1,359万8,000円の増、水道事業会計への出資金、1,320万円、新規計上。水

道事業会計の宮園配水池整備事業財源として、出資金として計上するものであります。
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制度上、国庫補助金を上限に一般会計出資債が発行でき、元利償還金の50％を普通交付

税の基準財政需用額に算入されるものであります。

簡易水道事業特別会計操出金39万8,000円の増。

５目病院費4,890万2,000円の増、病院事業会計の負担金補助金の計上であります。補

正後総額を４億2,467万4,000円とするものであります。なお、３月定例会において 終

的な病院会計の収支不足を補填する補正予算を計上する予定であります。

46ページ、２項環境政策費、１目環境対策費690万円の増、環境保全基金積立金の計上

であります。平成24年度の立木売り払い代689万2,385円が一般財源として歳入となり、

決算における剰余金が今年度の前年度繰越金として歳入計上しており、その同額を財源

と位置づけして積み立てし、来年度以降の町有林整備事業の財源として繰り入れし、公

有林整備事業債の発行抑制を図るものであります。なお、本年度分の立木売り払い代は

３月補正で増額予定であり、それを財源として同様に基金積み立てを予定するものであ

ります。

３目廃棄物対策費35万5,000円の増、廃棄物対策一般資源ごみとして排出する生ごみの

水切り容器の各世帯の２個目希望者への配付用として270個分の追加計上であります。

５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、7,000円の増。説明欄記載のとお

りであります。

２目農業振興費12万9,000円の増、中山間地域等直接支払い交付金、交付対象農地確定

に伴う増であります。

３目畜産業費1,500万8,000円の減、矢臼別演習場周辺農業用機械等整備事業76万9,000

円の減、次ページ矢臼別演習場周辺農業用施設等整備事業4,251万1,000円の減、それぞ

れ入札執行等に伴う減であります。矢臼別演習場周辺農業用施設等整備事業25国債、2,827

万2,000円新規計上、平成26年度計画事業の一部前倒し交付によるものであります。

５目農地費854万7,000円の減、町営牧場管理用機械整備事業入札執行による減であり

ます。備品購入費の内訳名称を単なる機械器具購入から牧場作業用機械購入への振り替

えであります。

６目牧野管理費257万2,000円の増、主に町営牧場の作業用機械の修繕料の増でありま

す。

７目農業施設費17万円の増、尾幌酪農ふれあい広場、説明欄記載のとおりであります。

８目農業水道費49万4,000円の増、次ページにわたり農業水道施設91万7,000円の増は、

主に浄水場施設の修繕料の増であります。このほか、説明欄記載のとおりであります。

９目堆肥センター費217万円の増、堆肥センター作業用機械の修繕料の増であります。

２項林業費、２目林業振興費、増減なし、説明欄記載のとおり、事業内予算の組みか

えであります。

３目造林事業費１万3,000円の減、造林事業入札執行に伴う減であります。

52ページ、３項農林水産業費、１目水産業総務費、66万5,000円の減。水産業一般、主

に厚岸港祭り共済会負担金は雨天中止による減であります。

３目漁港管理費８万8,000円の増。漁港施設、主に船舶給水施設の修繕料の増でありま

す。

５目養殖事業費85万6,000円の増、次ページにわたり、主にカキ種苗センター施設用備
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品の修繕料の増のほか、各事業説明欄記載のとおり執行見込みに伴う増減であります。

６目水産施設費28万9,000円の増、主に漁村環境改善総合センターの防火設備の修繕料

の増のほか、説明欄記載のとおりであります。

６款１項商工費、１目商工総務費、10万5,000円の増、次ページにわたり議案第94号

損害賠償の額について議決いただいた関連予算の計上であります。商工施設４万6,000円

は、事故の原因となった施設の修繕を流用執行した経費の計上であります。

３目食文化振興費37万5,000円の増、主に味覚ターミナル道の駅37万5,000円、施設ボ

イラーの修繕料の増のほか、説明欄記載のとおりであります。

４目観光振興費、増減なし。財源内訳補正であります。

５目観光施設費、１万8,000円の減。次ページにわたりそれぞれ説明欄記載のとおり執

行見込みに伴う増減であります。

７款土木費、１項土木管理費、２目土木車両管理費、60万1,000円の増。作業用車両修

繕料の増であります。

３目土木用地費2,000円の減、４目地籍調査費７万5,000円の減、それぞれ説明欄記載

のとおり執行に伴う減であります。

２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費、259万3,000円の増、道路橋梁管理137万1,000円

の増、降雪前に執行する町道補修費などの追加計上であります。次ページ道路照明管理104

万3,000円の増、光熱水費の電気料及び道路照明の修繕料の振り込み増に伴う計上であり

ます。建設機械等整備事業65万1,000円の増、除雪ドーザーの実売価格の値上がりに伴う

流用執行分の追加計上であります。

このほか、三つの事業は財源内訳補正及び入札執行に伴う減であります。

２目道路新設改良費1,024万2,000円の減、64ページにわたり白浜町西６号線整備事業428

万9,000円の増は、Ｕ字型側溝の布設がえの追加計上であります。このほかの各事業は財

源内訳補正及び入札執行などに伴う増減であります。

３目除雪対策費9,542万9,000円の増、除雪対策。補正後額を１億1,823万4,000円とし、

除雪委託料につきましては、除雪出動にかかわりなく契約期間に必要となる除雪機械の

維持確保の費用及び除雪作業員の確保のための賃金補償分を委託契約の基本料として約

2,100万円を盛り込んでおり、昨年の12月補正と比較し、約1,800万円増としております。

おおむね12回分の除雪出動に要する予算計上となります。

66ページ、３項河川費、１目河川総務費、13万円の増、主に事業費内での予算組みか

えのほか、それぞれ説明欄のとおりであります。

４項都市計画費、３目下水道費、135万7,000円の減、次ページにわたり下水道事業特

別会計操出金の減であります。

５項公園費、１目公園管理費、９万9,000円の減、６項住宅費、１目建築総務費、36万7,000

円の減。２目住宅管理費17万9,000円の増、それぞれ説明欄記載のとおり執行見込みに伴

う増減であります。

70ページ、３目住宅建設費495万8,000円の減、町営住宅建設事業、主に町営住宅用地

について、不動産鑑定による単価確定による件であります。

８項１項消防費、１目常備消防費、1,801万8,000円の減、釧路東部消防組合負担金655

万1,000円の減、主に途中退職に伴う人件費の減額によるものであります。次ページにわ
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たる３事業は、入札執行に伴う減であります。

２目災害対策費143万8,000円の増、防災行政無線100万7,000円の増、主に受信機及びア

ンテナ20台分の追加計上であります。このほか、次ページにわたり説明欄記載のとおり、

執行見込みに伴う増減であります。

３目消防施設費58万3,000円の減、説明欄記載のとおり執行見込みに伴う件であります。

９款教育費、１項教育総務費、２目事務局費、１万7,000円の減、３目教育振興費90万

円の増、高等学校教育支援、厚岸翔洋高校の若潮寮が本年度の入寮生が４人と少ないこ

とから、寮費だけでは運営経費が賄えず、町に助成を求められたことから、今年度の寮

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あります。

５目就学奨励費8,000円の減、６目スクールバス管理費56万円の増、次ページにわたり

スクールバス修繕料の増であります。

２項小学校費、１目学校運営費、24万7,000円の増。主に校地、小中学校燃料費の増で

あります。

２目学校管理費82万1,000円の増、学校管理36万8,000円の増、学校情報通信教育39万

2,000円の増、各学校に配置するパソコンのＯＳが来年３月にサポート切れになることか

ら、対応した機器を５年リースで更新することとし、３月分の追加計上であります。。

損害賠償６万1,000円の増、議案第95号 損害賠償の額について議決いただいた関連予

算の計上であります。

78ページ、３目教育振興費112万5,000円の増、要準要保護児童就学援助110万2,000円の

増、対象児童数の増に伴うものであります。高度へき地修学旅行２万3,000円の増、閉校

となった片無去小学校から太田小学校へ就学した児童分の追加計上であります。

３項中学校費、１目学校運営費、５万2,000円の増、２目学校管理費15万7,000円の減、

次ページ３目教育振興費７万6,000円の増、それぞれ説明欄記載のとおり執行見込みに伴

う増減であります。

５項社会教育費、４目社会教育総務費、392万円の減。姉妹都市中学生国際交流390万

円の減、内容はまちおこし補助金でご説明したとおりであります。

２目生涯学習推進費、増減なし。事業費内組みかえであります。

３目公民館運営費、３万4,000円の減、説明欄記載のとおりであります。

82ページ、４目文化財保護費、増減なし。財源内訳補正であります。

５目博物館運営費、17万2,000円の増、説明欄記載のとおり執行見込みによる増減であ

ります。

６目情報館運営費38万2,000円の増、86ページにわたり主に厚岸情報館127万7,000円の

増、施設修繕料及び図書館管理システムの電子照明とセキュリティーソフト更新に伴う

追加計上であります。このほか、説明欄記載のとおり、執行見込みに伴う増減でありま

す。

86ページ、６項保健体育費、２目社会体育費、18万9,000円の増。主に社会体育一般35

万円の増と施設車両修繕料の追加計上のほか、それぞれ説明欄記載のとおり、執行見込

みによる増減であります。

３目温水プール運営費、205万5,000円の増、88ページにわたり温水プールの燃料費修

繕料の増によるものであります。
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４目学校給食費183万5,000円の増、学校給食センター燃料費、光熱水費施設設備の修

繕料の増によるものであります。

10款災害復旧費、２項農林水産業施設災害復旧費、２目農業用施設災害復旧費、1,903

万5,000円の増。尾幌地区農業用施設災害復旧事業、500万円の増、大別地区農地災害復

旧事業1,403万5,000円の増、台風18号の補助災害復旧費の追加計上であります。12月11

日、12日に補助災害査定が実施されますが、実施設計に基づく北海道との事前協議済み

であります。

11款１項公債費、１目元金、32万6,000円の増、平成14年度債の政府の財政融資資金で

ある減税補填債と臨時財政対策債が平成25年３月25日に10年目の金利見直しが行われ、

借入時の金利0.7％が0.4％になり、残り10年間の元利均等払いの償還年次の再計算が行

われ、本年度の元金償還の増分32万6,000円をあわせて補正計上するものであります。こ

の金利見直しにより後年度の金利支払い額が394万円軽減となるものであります。

２目利子339万2,000円の減、次ページにわたり平成24年度長期債の借り入れ実行によ

る利子確定に伴う267万円、元金でご説明いたしました政府系資金の金利見直し分72万

2,000円の減となる調整計上であります。

90ページ、12款１項１目給与費2,146万8,000円の減、職員の採用退職、会計間異動な

どそれぞれ説明欄記載のとおり、当初予算との調整計上であります。町債につきまして

は、92ページ以降の給与費明細書をご参照いただきたいと思います。

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あります。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。追加であります。矢臼別演習場周辺農業用施設等整備事

業25国債に関する債務負担について、期間、平成26年度限度額１億2,015万4,000円とす

るものであります。下段に調書を添付しておりますので、ご参照願います。

再び、１ページへお戻りください。

第３条、地方債の補正であります。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。第３表地方債補正追加であります。

一般会計出資債、限度額を1,320万円とし、起債の方法、利率、償還の方法は記載のと

おりであります。

次に変更であります。公営住宅建設事業260万円の減、辺地対策事業30万円の減、過疎

対策事業1,430万円の減、災害復旧事業690万円の増、起債の方法、利率、償還の方法に

ついては変更ありません。

７ページをごらんください。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24年度末現在高109億379万円、平成25年度中、起債見

込み額６億6,250万円、平成25年度中、元金償還見込み額９億4,497万6,000円、補正後の

平成25年度末現在高見込み額は106億2,131万4,000円となるものであります。

以上で、議案第83号の説明を終わります。

次に、議案第84号であります。議案書の１ページであります。

平成25年度厚岸町国民健康保険特別会計補正予算（２回目）。
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平成25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80万7,000円の追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ16億3,716万1,000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。歳入では、４款４項、歳出では７款９項にわ

たって、それぞれ80万7,000円の増額補正であります。

事項別によりご説明いたします。

９ページをお開き願います。

歳入であります。

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、73万3,000円の減。本補

正における歳入歳出の調整による減であります。

５款１項１目療養給付費等交付金、１節現年度分、196万9,000円の増、退職被保険者

にかかる高額療養費の増によるものであります。

６款１項１目前期高齢者交付金、１節現年度分41万4,000円の減、社会保険診療報酬支

払い基金からの通知額の確定による減であります。

10款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金、１万5,000円の減、繰り出し基準額分の調

整減であります。

以上で、歳入の説明を終わります。

８ページをお開き願います。歳出であります。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、１万3,000円の減、２項町税費、１目

賦課徴収費2,000円の減、それぞれ説明欄記載のとおりであります。

職員人件費の詳細につきましては、14ページ以降の給与費明細書をご参照いただきた

いと思います。

２款保険給付費、２項高額療養費、１目一般保険者高額療養費、一般被保険者高額療

養増減なし、財源内訳補正であります。

２目退職被保険者等高額療養費196万9,000円の増、全年度よりも月１件程度の増によ

る利用者の増によるものであります。

３款１項後期高齢者支援金等、１目後期高齢者支援金80万8,000円の減、２目後期高齢

者関係事務費拠出金2,000円の増、４款１項前期高齢者納付金等、１目前期高齢者納付金

８万円の増、２目前期高齢者関係事務費拠出金2,000円の増、５款１項老人保険拠出金、

２目老人保険事務費拠出金2,000円の減、６款１項１目介護納付金42万5,000円の減、以

上、それぞれ社会保険診療報酬支払い基金からの確定通知による増減であります。

12ページ、８款保険事業費、１項１目特定健康診査等事業費２万6,000円の減、２目保

健事業費、１目保健衛生普及費３万円の増、それぞれ説明欄記載のとおりであります。

以上で、議案第84号の説明を終わります。

続きまして、議案第85号であります。議案書の１ページであります。

平成25年度厚岸町簡易水道事業特別会計補正予算（３回目）。
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平成25年度厚岸町の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。歳入歳出予算の総額から、歳入歳出そ

れぞれ87万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,387万7,000円と

する。

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

歳出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。

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４款４項、歳出では３款３項にわたり、

それぞれ87万1,000円の減額補正であります。

事項別によりご説明させていただきます。５ページをお開き願います。

歳入であります。

２款使用料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料、１節計量使用料、123万1,000

円の増。太田地区計量使用料の見込み分の計上であります。

２項手数料、１目水道手数料、１節給水工事手数料５万円の増、給水工事件数の増に

よるものであります。

３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目災害普及費国庫補助金、１節簡易水道施設災

害復旧費補助金、85万円の減。補助災害査定は12月、第２週に予定されておりますが、

北海道との事前協議において判明した対象外分の計上であります。

５款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金39万8,000円の増、収支不足分の調整増とし

ての計上であります。

７款１項町債、１目水道債、１節水道事業債90万円の減、糸魚沢地区配水管整備事業

の執行減による減であります。

２目災害復旧債、１節簡易水道施設災害復旧債80万円の減、国庫補助金と同様の理由

による減であります。

以上で歳入の説明を終わります。

７ページをお開き願います。歳出であります。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費64万円の増、職員人件費、主に超過勤

務手当の増であります。詳細につきましては、11ページ以降の給与費明細書をご参照い

ただきたいと思います。

２款水道費、１項１目水道事業費、151万1,000円の減。水質検査機械器具購入による32

万3,000円、検満及び新設メーター整備事業が新設分の見込み増による16万2,000円の増、

このほか説明欄記載のとおり、事務事業執行見込みによる減であります。

３款災害復旧費、１項１目簡易水道施設災害復旧費、増減なし。財源内訳補正であり

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条地方債の補正であります。地方債の補正は、「第２表 地方債補正」による。

３ページをお開きください。第２表、地方債補正変更であります。

簡易水道事業90万円の減、災害復旧事業80万円の減、起債の方法、利率、償還の方法

については変更はありません。
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下の表は、地方債に関する町補正であります。

表の下段、合計欄ですが、平成24年度末現在高988万2,000円、平成25年度中、起債見

込み額1,680万円、平成25年度元金償還見込み額181万1,000円、補正後の平成25年度末現

在高見込み額は2,487万1,000円となるものであります。

以上で、議案第85号の説明を終わります。

続きまして、議案第86号であります。議案書の１ページであります。

平成25年度厚岸町下水道事業特別会計補正予算（１回目）。

平成25年度厚岸町の下水道事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条、第１項歳入歳出予算の補正であります。歳入歳出予算の総額から、歳入歳出

それぞれ130万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億5,948万

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表歳入歳出予算補正であります。歳入では２款２項、歳出では２款３項にわたり、

それぞれ130万3,000円の減額補正であります。

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。

歳入であります。

５款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金135万7,000円の減、収支不足分の調整減で

あります。

６款諸収入、２項１目１節雑入、５万4,000円の増。消費税及び地方消費税還付金であ

ります。

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。歳出であります。

１項下水道費、１項下水道管理費、１目一般管理費、１万3,000円の減。説明欄記載の

とおりでありますが、職員人件費の詳細につきましては12ページ以降の給与費明細書を

ご参照いただきたいと思います。

２目管渠管理費36万円の増、主に公共ます修繕料の増であります。

３目処理場管理費98万9,000円の増、次ページにわたり、主に終末処理場の施設用設備

の修繕料の増であります。

４目普及促進費64万1,000円の減、主に水洗化と改造工事補助見込み減によるものであ

ります。

２項下水道事業費、１目公共下水道事業費、35万2,000円の減。公共下水道事業補助分

は、委託料と工事請負費の予算組みかえによる増、起債分は計上職員の人事異動に伴う

調整及び工事請負費の減であります。

３款１項公債費、１目元金、増減なし。財源内訳補正であります。

２目利子、164万6,000円の減、平成24年度長期債借り入れ実行に伴う利子確定に伴う

減であります。

以上で、議案第86号の説明を終わります。

続きまして、議案第87号であります。議案書の１ページであります。
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平成25年度厚岸町介護保険特別会計補正予算（３回目）。

平成25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59万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ10億693万9,000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。

歳入では１款１項、歳出では２款３項にわたり、それぞれ59万6,000円の増額補正であ

ります。

事項別によりご説明いたします。４ページをお開き願います。

歳入であります。

７款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金59万6,000円の増。

以上で、歳入の説明を終わります。

６ページをお開き願います。

歳出であります。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、17万円の増、説明欄記載のとおりで

ありますが、職員人件費については10ページ以降の給与費明細書をご参照いただきたい

と思います。

２項徴収費、１目賦課徴収費、3,000円の増、４款地域支援事業費、２項包括支援事業、

任意事業費、１目包括的支援事業等事業費14万2,000円の増、それぞれ説明欄記載のとお

りであります。

２目任意事業費、28万1,000円の増、次ページにわたり町の成年後見支援事業に基づく

成年後見と報酬助成について、手数料から補助金への科目がえと執行見込みにより増額

とするとともに、配食サービス事業における利用者の増に伴う負担金の増であります。

以上で、議案第87号の説明を終わります。

続きまして、議案第88号でございます。議案書の１ページであります。

平成25年度厚岸町介護サービス事業特別会計補正予算（３回目）。

平成25年度厚岸町の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。歳入歳出予算の総額から、歳入歳出

それぞれ406万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億6,401万

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表歳入歳出予算補正であります。

歳入では４款６項、歳出では１款２項にわたってそれぞれ406万9,000円の減額補正で

あります。

事項別によりご説明いたします。４ページお開き願います。

歳入であります。

１款サービス収入、１項介護給付費収入、１目居宅介護サービス費収入、１節通所介
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護収入、137万5,000円の増、２節訪問入浴介護費収入121万6,000円の減、３節短期入所

生活介護費収入313万3,000円の減、例年に比較して短期入所者が通所介護を受ける人が

ふえており、それぞれの見込みによる調整増減であります。

２目１節施設介護サービス費収入、1,217万7,000円の増、例年に比較して文書中の病

院への入院者が少なく、介護報酬の見込み増となったものであります。

３項１目１節 負担金収入、343万6,000円の減。説明欄記載のとおり、今後のサー

ビス見込みによる調整増減であります。

５項自立支援給付費収入、１目１節障がい者短期入所介護給付費収入42万6,000円の増。

６款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、１節土地建物貸付収入４万2,000

円の減、８款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金1,034万3,000円の減、収支不足分の

繰入金の減であります。

９款諸収入、１項１目雑入、１節実施収入６万3,000円の減、２節雑入18万6,000円の

増、内訳はそれぞれ説明欄記載のとおりであります。

以上で、歳入の説明を終わります。

６ページをお開き願います。歳出であります。

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、169万

2,000円の増、職員人件費につきましては14ページ以降の給与費明細書をご参照いただき

たいと思います。

通所介護サービス154万7,000円の増、主に時間給臨時職員賃金及び単価増による燃料

費の増であります。身体障がい者デイサービス支援２万7,000円の増、配所サービス16万

1,000円の増であります。

８ページ、３目訪問入浴介護サービス事業費８万6,000円の減、内容は説明欄記載のと

おりであります。４目短期入所生活介護サービス事業費169万2,000円の増、職員人件費15

万4,000円の増、短期入所生活介護サービス153万8,000円の増、主に嘱託職員の退職や産

休代替の臨時職員賃金の増であります。

７目包括的支援事業費98万7,000円の増、次ページにわたり主に新規の要支援認定者の

増に伴う予防プランの作成する委託料の増であります。８目障がい者給付費事業費46万

1,000円の増、主に入所者用消耗品の増であります。

２項施設サービス事業費、１目施設介護サービス事業費881万4,000円の減、内訳は職員

人件費1,142万円の減、嘱託職員２人退職による減であります。

12ページ、介護福祉施設サービス260万6,000円の増、主に施設用消耗品費、燃料費、

光熱水費及び施設給湯設備などの修繕料の増、介護サービス支援システム借上料は、６

月から新しい入所判定システムを導入したことによる増であります。

以上で、議案第88号の説明を終わります。

続きまして、議案第89号であります。議案書の１ページであります。

平成25年度厚岸町後期高齢者医療特別会計補正予算（２回目）。

平成25年度厚岸町後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正であります。

第１条、第１項歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ90万5,000円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億1,901万7,000円とする。
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第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

次ページをお開きください。

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90万5,000円の減額補正で

あります。

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。

歳入であります。

３款繰入金、１項１目１節一般会計繰入金90万5,000円の減。

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。歳出であります。

２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、90万5,000円の減。後期高齢者医療広域

連合前年度の事務費負担金の精算による減であります。

以上で、議案第89号の説明を終わります。

続きまして、議案第90号であります。

平成25年度厚岸町介護老人保健施設事業特別会計補正予算（２回目）。

平成25年度厚岸町介護老人保健施設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。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それ

ぞれ373万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,012万2,000円とす

る。

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

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

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項にわたり、それぞれ373万3,000円の増額補正で

あります。

事項別によりご説明いたします。４ページをお開き願います。

歳入であります。

１款サービス収入、１項介護給付費収入、１目１節施設介護サービス費収入、373万3,000

円の増。当初計上の月平均入所17人、平均単価9,870円を19.2人、１万786円との見込み

による増額補正であります。

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。

歳出であります。

１款サービス事業費、１項施設サービス事業費、１目施設介護サービス事業費、373万

3,000円の増、職員人件費50万7,000円の増、人事異動に伴う増であります。内容につき

ましては、８ページ以降の給与費明細書をご参照いただきたいと思います。

介護老人保健施設サービス322万6,000円の増、決算による負担金基礎数値の変更及び

当初予算におけるサービス費収入にあわせた留保分の計上増であります。
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以上をもちまして、議案第83号 平成25年度厚岸町一般会計補正予算から議案第90号

平成25年度厚岸町介護老人保健施設事業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） 休憩します。

午後４時48分休憩

午後４時48分再開

●議長（音喜多議員） 本会議を再開いたします。

ここで、会議時間の延長を行います。

本日の会議時間は、平成25年度各会計補正予算審査特別委員会を設置するまで、あら

かじめ会議時間の延長を行います。

水道課長。

●水道課長（遠田課長） 続きまして、議案第91号 平成25年度厚岸町水道事業会計補正

予算（４回目）の内容についてご説明申し上げます。

１ページをごらん願います。

第１条、総則。

平成25年度厚岸町水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

第２条、業務の予定量の補正でございます。

年間排水量は３万2,635立法メートルの減で、122万1,803立法メートル、１日平均給水

量は90立法メートル減の3,347立法メートルであります。主な建設改良事業について、配

水管布設替え等事業を61万2,000円減額し1,064万7,000円に、設備改修事業を204万円増

額し2,207万1,000円に、メーター整備事業を119万2,000円減額し4,473万3,000円とするも

のでございます。

第３条、収益的収入及び支出の補正でございます。

収入につきましては、１款水道事業収益を573万6,000円減額し、２億5,518万4,000円

とするものでございます。

１項営業収益は647万8,000円の減額、２項営業外収益は74万2,000円の増額でございま

す。

支出につきましては、１款水道事業費用を249万5,000円減額し、２億3,918万9,000円

とするものでございます。

１項営業費用は237万円の減額、２項営業外費用は12万5,000円の減額でございます。

収益的収入及び支出の内容につきましては、補正予算説明書によりご説明いたします。

10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、１目給水収益は662万1,000円の減額でございます。

水道使用量の業務用で558万9,000円の減、家事用で109万7,000円の減が主な内容であり
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ます。

２目受託工事収益は14万3,000円の増額、給水工事の設計審査及び法人審査手数料の増

額でございます。

２項営業外収益、１目受取利息及び配当金は３万5,000円の増額、預金利息の増額でご

ざいます。

２目他会計補助金は56万6,000円の減額、人事異動による対象経費の減に伴う一般会計

からの補助金の減であります。

３目消費税及び地方消費税還付金は29万2,000円の減額、災害復旧事業により国庫補助

金など、特定収入がふえたことによる減額であります。

４目雑収益156万5,000円の増額、３年に一度精算される北海道退職手当組合生産還付

金等の増が主なものであります。

次に、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、１目原則及び浄水費は5,000円の増額であります。

これは水質検査委託料21万2,000円など、事業費確定による委託料28万3,000円の減、浄

水場ほか施設修繕31万5,000円の減、電力料金改定による動力費59万2,000円の増が主な

内容でございます。

２目排水及び給水費は191万1,000円の増額、これは委託料で漏水調査委託料が42万

8,000円の増、配水管漏水シールのため修繕費で100万円の増、材料費で48万3,000円の増

が主な内容でございます。

４目総係費は、478万4,000円の減額でございます。これは人事異動により給与320万

5,000円の減、手当が51万3,000円の増、法定福利費200万9,000円の減などが主なもので

ございます。

５目減価償却費は、22万9,000円の増額、主に機械及び装置16万6,000円の増でありま

す。

６目資産減耗費は26万9,000円の増、これまでの設備投資により、以前、設備した浄水

場自動化整備の除却を計上するものでございます。

２項営業外費用、１目支払い利息及び企業債取り扱い諸費は12万5,000円の減額、企業

債利息確定による減でございます。

１ページへお戻り願います。

第４条資本的収入及び支出の補正でございます。

２ページをお開き願います。収入では一旦、資本的収入を85万6,000円減額し、１億5,931

万3,000円とするものであります。

１項企業債は1,030万円の減額、２項国庫補助金は95万6,000円の増額、３項他会計補

助金は1,320万円で皆増となります。

失礼しました、今、第３項と言いましたが、第４項他会計補助金は1,320万円で皆増と

なります。

支出では１款資本的支出を15万3,000円増額し、２億8,973万8,000円とするものでござ

います。

１項建設改良費が同額の15万3,000円の増額でございます。

資本的収入及び支出の内容につきましては、再び補正予算説明書により説明申し上げ
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ます。12ページをお開き願います。

１款資本的収入、１項１目企業債は、1,330万円の減額、これは取水場設備の災害復旧

工事などで220万円の増、宮園配水池改築更新事業で一般会計からの補助金の増などによ

り1,590万円の減が主なものであります。

２項１目国庫補助金は95万6,000円の増額、台風18号による取水施設の復旧工事に伴う

補助金の増であります。

４項１目他会計補助金は、1,320万円の皆増、宮園配水池改築更新事業に対する一般会

計からの補助金であります。

次に、資本的支出でございます。

１款資本的支出、１項１目建設改良費は142万8,000円の増額、これは配水管布設替え

工事の執行額確定により61万2,000円の減額、設備改修工事で執行額確定による減額及び

取水場災害対策工事の実施による増が主なものであります。

２目総係費は６万8,000円の減額、旅費の減額と調査設計委託料の確定による減額であ

ります。

３目メーター設備費は119万2,000円の減額、主に有効期限が満了となったメーター器

取りつけ台数の確定による減額であります。

４目固定資産購入費は１万5,000円の減額、車両購入費確定による減額であります。

ここでまた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。資本的収入が、資本的支出に対し不足する額１億3,042

万7,000円について、過年度分損益勘定留保資金738万8,000円、当年度分損益勘定留保資

金１億833万7,000円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,021万5,000円

及び建設改良積立金448万7,000円で補填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、企業債の補正であります。企業債の予定額を1,330万円減額し、１億2,530万

円とするものであります。

起債の方法、利率、償還についての変更はございません。

第６条議会の議決を経なければ流用できない経費の補正でございます。

職員給与について、470万1,000円減額し、2,738万3,000円とするものでございます。

第７条一般会計からの補助金の補正であります。児童手当給付経費補助を33万6,000円

減額し24万円に。基礎年金拠出金費用補助を23万円減額し67万7,000円にするものであり

ます。

また、新たに宮園配水池改築更新事業補助を1,320万円とするものであります。

３ページと４ページは、補正予算実施計画、５ページは補正資金計画、６ページから

８ページまでは水道事業職員補正給与明細書、９ページは継続費に関する補正調書、飛

びまして13ページと14ページは無形貸借対照表でございます。いずれも記載のとおりで

ありますので、説明は省略させていただきます。

以上が、平成25年度厚岸町水道事業会計補正予算（４回目）の内容であります。

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（音喜多議員） 次に、病院事務長。
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●病院事務長（土肥事務長） 続きまして、議案第92号 平成25年度厚岸町病院事業会計

補正予算（１回目）について、その内容をご説明申し上げます。

１ページからごらんください。

初めに、第１条総則であります。

平成25年度厚岸町病院事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

第２条、業務の予定量であります。予算第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補

正するものです。

（１）患者数のうち、年間延べ患者数でありますが、入院患者では4,015人を減じて１

万3,550人、外来患者では1,225人を減じて５万1,450人とするもので、合わせて合計６万

4,955人となるところです。これにより、１日平均患者数ですが、入院患者では11人減の37

人、外来患者では５人減の212人、合計１日で247人となるところです。

患者数は、外科が非常勤体制で外来のみのため、入院患者数に影響が大きく出ている

状況にあります。昨年の決算比較では、外科入院患者数に相当する数が減少となってい

る状況にあります。

次に（２）主な建設改良事業でありますが、今年度予定しておりました事業執行額が

確定となりましたので、定数整理を行い、医療機械整備事業で224万2,000円を減額し、

1,237万3,000円に、車両購入事業で２万5,000円を減額し、177万5,000円とするものであ

ります。部分ごとの詳細は後ほど説明させていただきます。

続きまして２ページ、第３条、収益的収入及び支出及び第４条資本的収入及び支出に

つきましては、11ページの補正予算説明書により説明いたします。11ページをお開きく

ださい。

初めに、収益的収入でありますが、１款病院事業収益2,130万4,000円を減額するもの

で、内訳ですが１項医業収益で7,402万5,000円の減、うち１目入院収益で7,353万円の減、

２目外来収益で7,353万円の減、２目外来収益で49万5,000円の減、それぞれ患者数の減

による補正であります。

次に、２項医業外収益では5,272万1,000円の増であります。これは４目他会計補助金

として12月での町からの補助金を5,000万円の増額計上であります。収益的収入に対す他

会計補助金の総額は３億4,833万2,000円となります。

次に、５目負担金交付金では272万1,000円の増で、1,166万4,000円とするもので、厚岸

町介護老人保健施設こくみの運用費用のうち、人件費の一部や光熱水費など、病院会計

が立てかえ払いをする必要に対し、厚岸町介護老人保健施設事業特別会計から面積など

案分計算により受ける負担金収入の増額であります。

昨年の実績を踏まえた基礎額の調整と入場にかかる事務人権費の案分を増額する内容

です。

次に、収益的支出であります。１款病院事業費要3,166万8,000円の減額補正です。

内訳ですが、１項医業費用では3,200万4,000円の減、このうち１目給与費では3,336万

6,000円の減、１節給料で1,856万4,000円の減、２節職員手当等で1,441万2,000円の減、

内容は外科医師１名の補充が年度内は見込めない情勢にあること、医療職の休職等によ

る人件費の減が主な内容となっております。
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12ページ、３節法定福利費689万3,000円の減、主に幅員数の減と負担金率の引き下げ

などによる減額補正、４節賃金650万3,000円の増、主に医療職の欠員補充など臨時職員

採用による増額であります。

２目材料費1,299万円の減、そのうち１節薬品費975万8,000円の減、２節診療材料費323

万2,000円の減、それぞれ患者数減による減額補正であります。

３目経費1,418万1,000円の増、内容では３節旅費交通費190万1,000円の増、外科出張医

師の交通費の増が主な要因であります。

18節負担金1,228万の増は、外科医師ほか診療支援にかかる医師派遣負担金の増額であ

ります。

次に２項医業外費用33万6,000円の増、２目医療技術員確保対策費、２節では医師確保

にかかる食糧費の増であります。

以上が、収益的収入及び支出です。

次に、資本的収入及び支出です。13ページをごらんください。

１款資本的収入、１項補助金189万8,000円の減、内訳として１目他会計補助金109万8,000

円の減、企業債償還元金補助医療機会整備事業及び車両購入事業執行による補助金の減

額、２目国庫補助金80万円の減、医療機会整備事業の執行による特定防衛施設周辺整備

調整交付金の減額であります。

次に、支出です。

１款資本的支出、１項建設改良費、１目固定資産購入費、226万7,000円の減、１節機

械備品購入費では、電子内視鏡システムほか全６種７台であります。

２節車両購入費では、普通乗用自動車購入、１節、２節ともに内容は当初予算と変更

がなく、事業執行による減額であります。

２ページにお戻りください。

第４条の資本的収入及び支出の補正括弧書きであります。資本的収入額が資本的支出

額に対し不足する額3,863万1,000円は過年度分損益勘定留保資金3,863万1,000円で補填す

るものであります。

以上、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出の説明を終わらせていただきます。

３ページです。

第５条は、予算第６条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費

の補正です。職員給与費で3,336万6,000円を減額し、総額で６億8,484万1,000円とするも

のです。

次に、第６条他会計からの補助金であります。予算第７条に定めた一般会計から繰り

入れを受ける額についての補正は、病院経営における上半期の実績を踏まえた補助金の

算定根拠の精査に基づき、それぞれの部分による補正するところで、部分ごとの内訳は

本表のとおりであります。

今回、4,890万2,000円を増額し、総計では４億2,467万4,000円とするところであります。

なお、前年同期の一般会計の補助金の比較ですが、医療機械購入費、共済組合追加費用、

退職手当組合追加費用など、年度により変動の大きい項目もありますが、単純総額比較

では1,517万円の減となります。

以上が補正予算１回目の内容ですが、これにより消費税込みの全体の収支では、ここ
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まで昨年並みの収支の推移となっておりますが、収入不足4,941万3,000円の赤字であり、

今後、見込みを含め、まだ４カ月以上ありますので患者数の動向により変動も予想され

るところであります。

４ページ、５ページは補正予算実施計画、６ページは補正資金計画、７ページから10

ページまでは補正給与費明細書、飛びまして14ページ、15ページは予定貸借対照表であ

ります。内容につきましては、記載のとおりでありますので説明を省略させていただき

ます。

以上、大変雑駁な説明でありますが、議案第92号 平成25年度厚岸町病院事業会計補

正予算（１回目）の説明とさせていただきます。

よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

●議長（音喜多議員） 休憩します。

午後５時07分休憩

午後５時07分再開

●議長（音喜多議員） 本会議を再開いたします。

本10件の審査方法についてお諮りいたします。

本10件の審査については、議長を除く12人の委員をもって構成する、平成25年度各会

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

これにご異議ございませんか。

（「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10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25年

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

定いたしました。

●議長（音喜多議員） 本日の会議はこの程度にとどめ、12月９日、月曜日に延会したい

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、本日は、この程度にとどめ、12月９日、月曜日に延会いたします。

ご苦労さまでした。

午後５時08分延会
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以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

平成25年12月６日

厚岸町議会

議 長

署名議員

署名議員


