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平成２１年第３回清里町議会臨時会会議録（５月２５日） 

 

平成２１年第３回清里町議会臨時会は、清里町議会議事堂に招集された。 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

 

    １番 勝 又 武 司    ６番 藤 田 春 男  

    ２番 加 藤 健 次    ７番 細 矢 定 雄 

    ３番 畠 山 英 樹    ８番 中 西 安 次 

    ４番 澤 田 伸 幸    ９番 村 尾 富 造 

    ５番 田 中   誠   

   

２．不応招議員は次のとおりである。 

なし 

 

３．出席議員は次のとおりである。 

   出席議員は応招議員に同じである。 

 

４．欠席議員は次のとおりである。 

    なし 

 

５．遅刻議員は次のとおりである。 

    なし 

 

６．早退議員は次のとおりである。 

   なし   

 

７．地方自治法第１２１条の規定により、説明のために会議に出席した者は次のとおりである。 

 

 町 長   橋  場    博 

           副 町 長   櫛 引 政 明  

           総 務 課 長   古 谷 一 夫 

           町 民 課 長   小 笠 原 利 一 郎 

           建 設 課 長   坂 本 哲 夫 

           産 業 課 長   宇 野  充 

           保 健 福 祉 課 長   島 澤 栄 一 

           出 納 室 長   谷  秀 三 

           焼 酎 事 業 所 長   長 屋 将 木 

                     教 育 長   荻 野 美 樹 

           生 涯 教 育 課 長   斉 藤 敏 美 
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           農業委員会事務局長   宇 野  充 

 

８．本会議の書記は次のとおりである。 

           事 務 局 長     村 上 孝 一 

           主        査   鈴 木 美 穂 子 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

  承認第 １号   清里町税条例等の一部を改正する条例専決処分承認について 

  承認第 ２号   平成２０年度清里町一般会計補正予算（第６号）専決処分承認について 

  承認第 ３号   平成２０年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第５号）専決処分 

           承認について 

  承認第 ４号   平成２０年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）専決 

           処分承認について 

  承認第 ５号   平成２０年度清里町老人保健特別会計補正予算（第４号）専決処分承認 

           について 

  承認第 ６号   平成２０年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）専決処 

           分承認について 

  議案第３５号   清里町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例 

  議案第３６号   清里町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

  議案第３７号   町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

  議案第３８号   清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

  議案第３９号   ４線道路凍雪害防止工事請負契約の締結について 
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                                                         開会 午前９時３０分 

●開会・開議宣告 

○議長（村尾富造君） 

  ただ今の出席議員数は９名です。 

ただ今から、平成２１年第３回清里町議会臨時会を開会します。 

 ただちに本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

 

●日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議録指名議員は、会議規則第１１８条の規定

により、議長において７番 細矢 定雄君、１番 勝又 武司君を指名いたします。  

 

●日程第２ 会期の決定について 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２ 会期の決定についてを議題とします。 

本件について、議会運営委員会の報告を求めます。議会運営委員会委員長 加藤 健次君。 

 
○２番（加藤健次君） 

 本臨時会の提案件数、議案の内容から判断して、本臨時会の会期は本日、１日間とすることが

適当と思います。以上が議会運営委員会の結果でありますのでご報告いたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 お諮りします。本臨時会の会期は議会運営委員会の報告どおり、本日１日間にしたいと思いま

すが、ご異議ありませんか。 

               （「異議なし」）との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日１日間と決定しました。 

 

●日程第３ 議長諸般の報告 

○議長（村尾富造君） 

 日程第３ 議長諸般の報告を行います。事務局長に報告させます。議会事務局長。 

  

○事務局長 

 議長諸般の報告４点についてご報告申し上げます。１点目、議員の派遣状況及び会議・行事等

の出席報告についてであります。（１）陸上自衛隊第６普通科連隊長兼美幌駐屯地司令送別会につ

いて、３月１８日、美幌町において町長、議長、自衛隊関係者の出席のもとに開催され、本町か

らは村尾議長が出席をいたしております。（２）斜里郡３町議長による日本赤十字社への要請活動

について、小清水赤十字病院の医師充足を図るため、３月２６日、斜里郡３町議長会において日

本赤十字社へ出向き、医師派遣の要請を行いました。（３）陸上自衛隊第６普通科連隊長兼美幌駐
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屯地司令歓迎会について、４月９日、美幌町において町長、議長、自衛隊関係者の出席のもとに

開催され、本町議会からは村尾議長が出席をいたしております。（４）平成２１年度網走支庁管内

町村議会議長会役員会・定期総会について、５月１２日、上湧別町で開催され村尾議長が出席を

いたしております。平成２０年度歳入歳出決算認定、監事の欠員補充、協議事項等が審議され、

原案どおり可決・承認されました。（５）穀類乾燥調製貯蔵施設増設事業の要請について、５月１

４日、町長、議長、農協組合長において、道農政部、地元選出道議会議員に対しまして本事業の

採択を受けられるよう要請を行いました。（６）支庁制度改革等に係る地域意見交換会について、

５月２１日、北見市で開催され中西副議長が出席いたしております。本意見交換会は、まず北海

道からの支庁制度の改革等について説明を受け、その後管内の市町村長、議長との意見交換が行

われました。（７）平成２１年度第３２回札幌清里会総会について、５月２３日、札幌市で開催さ

れ、中西副議長が出席いたしております。清里町の現況報告や会員との情報交換・交流が行われ

ました。（８）その他の会議・行事等への出席状況でありますが、記載の１４件の会議・行事に関

係する議員が出席をいたしております。 

 ２点目、常任委員会及び議会運営委員会の開催状況についてでありますが、記載のとおりの期

日、案件で会議が開催されております。 

 ３点目、例月現金出納検査の結果についてございます。平成２１年３月分及び４月分について

別紙４ページから６ページのとおり提出されております。いずれも適正であるとの報告でありま

す。 

 ４点目、平成２１年第３回清里町議会臨時会説明員等の報告についてでありますが、別紙７ペ

ージのとおりとなっておりますのでご参照いただきたいと存じます。以上で議長諸般の報告を終

わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで議長諸般の報告を終わります。 

 

●日程第４ 町長一般行政報告 

○議長（村尾富造君） 

  日程第４ 町長一般行政報告を行います。町長 橋場 博君。 

 

○町長（橋場 博君） 

 町長の一般行政報告を申し上げます。１点目の主要事業報告についてであります。１番、東オ

ホーツク広域景観形成推進協議会設立総会の結果についてであります。３月２６日、網走市で開

催されました。これにつきましては斜網７市と町の会であります。付議事件でありますけれども、

東オホーツク広域景観形成推進協議会の設立、協議会の規約、役員選出、そして２１年度の事業

計画についてそれぞれ原案通りに可決・承認がなされているわけであります。これにつきまして

は、斜網地区の市と町は北海道後志羊蹄地区に次いで道内２番目の設立ということになるわけで

あります。２点目の診療所医師確保の協力要請についてであります。４月９日、北海道保健福祉

部、北海道医師会、北海道地域医療振興財団にそれぞれ医師の確保、協力について要請活動を行

った次第であります。また、この他に医療関係専門誌に５月１５日までということで広告を登載

いたしております。現在のところ３件の照会等がありました。内訳は道内が２件、道外が１件で
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ありまして、今後申請書類的なものを提出をしていただき、これから審査を進めて参る予定にな

っております。３点目の穀類乾燥調製貯蔵施設増設事業の要請についてでありますけれども、網

走支庁、北海道に対しましてそれぞれ事業採択の要請を行っているところであります。次、４点

目のニトリ北海道応援基金助成金贈呈式でありますけれども、５月８日、札幌市で開催されまし

て、清里町は昨年に次いで今年もニトリ北海道応援基金より９４万円の補助金を受けることとな

ったわけであります。これにつきましては、全体事業が１６０万でありまして、その中の９４万

円が助成金ということであります。なお、これにつきましては、６月６日向陽の山の植樹祭にな

っておりますので、その時に移植をするということになっております。 

 次、大きな２点目の主な会議・行事等の報告についてであります。自治会長会議が４月２０日

に行われまして２１年度の町の事業等につきまして、それぞれ関係課長より自治会長さんに説明

を行ったところでございます。次は春のごみゼロ運動でありまして、５月１６日、土曜日の午後

から行われまして、主催はまちづくり運動推進協議会ということで自治会が主体になっているわ

けでありまして、多くの助成団体、職役、町民の方々１９０名のご協力をいただきまして各道路

の空き缶ゴミ収集等を行ったわけであります。なお同日、午前８時からシーニックバイウェイ協

議会、商工会が中心となっている、各企業が中心になっている訳でございますけれども、道道の

清掃、斜里町の栄から緑まで午前中に多くの町民にご参加をいただきまして道道の清掃も行って

おります。次、北見清里会総会でありますけれども、５月２３日、北見市で開催されました。丁

度、札幌清里会と同じ日だったものですから北見は副町長に出席をしてもらったわけであります

けども、３２名の方々が出席し、この席上武部代議士ご夫妻もご出席というふうに伺っておりま

す。盛会のうちに終わっております。また、２３日の札幌清里会も３７名の方々のご出席があり

盛会のうちに終わっております。次、清里消防団春季消防演習の関係でありますけども、ご承知

のように天候が雨天ということで急遽、生涯学習総合センターの内部の事業となったわけであり

ますけれども、模擬火災のみ野外ということで行ったわけであります。参加人員は８７名という

ことで無事終了をいたしております。以上を申し上げまして町長の一般行政報告とさせていただ

きます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

                                （「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

  質疑なしと認めます。 

 これで町長一般行政報告を終わります。 

 

●日程第５ 承認第１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第５ 承認第１号 清里町税条例等の一部を改正する条例専決処分承認についてを議題と

します。 

本件について提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長 
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 ただ今上程されました、承認第１号清里町税条例等の一部を改正する条例専決処分承認につい

てご説明申し上げます。本件につきましては地方自治法の定めに基づき専決処分いたしましたの

で、議会に報告し、その承認を求めるものでございます。議案書を１枚お開き下さい。今回専決

処分いたしましたのは、清里町税条例等の一部を改正する条例であり３月３１日付けをもって専

決処分をさせていただきました。今回の条例改正は地方税法等の一部を改正する法律（平成２０

年法律第９号）等の施行に伴い清里町税条例等の一部を改正するものです。内容につきましては

別冊の審議資料によりご説明いたします。審議資料の２ページから４１ページには新旧対照表に

より改正箇所をアンダーラインにより示しておりますが、内容につきましては１ページの要旨に

よりご説明いたします。それでは改めて１ページをご覧下さい。清里町税条例（平成５年条例第

８号）、清里町税条例の一部を改正する条例（平成２０年条例第１２号）および清里町税条例等の

一部を改正する条例（平成２１年条例第５号）の一部を改正を行うものでございます。内容とい

たしましては１点目の個人住民税における住宅借入金等特別控除の創設等（附則第７条の３、附

則第７条の３の２）につきましては、新たに創設された住宅ローンについては所得税から控除し

きれなった住宅ローン控除について所得税控除額と同額の９万７千５００円を限度に控除するも

のでございます。なお、控除対象者は平成２１年から平成２５年までの入居者が対象となってお

ります。また、毎年必要だった市町村への申告は平成２２年度分以降の控除について控除申告を

不要とするものでございます。２点目の固定資産税の負担調整措置の継続（附則第１１条の２、

附則第１２条、附則第１３条）につきましては負担水準、評価額に対する前年度課税標準額の割

合が一定割合以上の土地については前年度課税標準額を引き下げ又は据置くこと。また、負担水

準が一定割合未満の土地については前年度課税標準額に評価額の５％を加算すること。また、評

価格が大きく下がった場合には据置き年度において評価額を下落修正できる特例措置の継続をす

るものでございます。３点目の上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する税率の特例（附則

第１６条の３）につきましては、平成２１年１月１日から平成２３年１２月３１日までの間にお

ける上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する税率を、所得税７％、住民税３％の１０％軽

減税率とし特例措置を延長するものでございます。他の改正につきましては、法改正に伴う条項

の整理と字句の整理を行うものでございます。附則につきましては施行期日及び経過措置を規定

しております。以上で説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

これから質疑を行います。 

                              （「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

質疑なしと認めます。 

お諮りします。本件については討論を省略し採決することにご異議ありませんか。 

                              （「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

異議なしと認めます。 

これから承認第１号を採決します。この採決は起立によって行います。本件について承認する

ことに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 
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○議長（村尾富造君） 

起立全員です。したがって、承認第１号 清里町税条例等の一部を改正する条例専決処分承認

については承認することに決定しました。 

 

●日程第６ 承認第２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第６ 承認第２号 平成２０年度清里町一般会計補正予算（第６号）専決処分承認につい

てを議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長 

ただ今上程されました、承認第２号平成２０年度清里町一般会計補正予算第６号専決処分の承

認についてご説明申し上げます。本件につきましては地方自治法の定めに基づき専決処分をいた

しましたので、議会に報告し、その承認を求めるものです。議案書を１枚お開きいただきたいと

存じます。今回専決処分いたしましたのは、記載のとおり、平成２０年度清里町一般会計補正予

算第６号であり、３月３１日付けをもって専決処分させていただきました。議案書を１枚お開き

いただきたいと存じます。今回の補正は第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出からそれぞれ３

千３２０万７千円を減額し、予算の総額を５６億２千９３万７千円とするものです。第１条第２

項につきましては、後ほど事項別明細書によりご説明申し上げますが、主な補正の内容につきま

しては、歳入の内、地方譲与税、地方交付税等が確定するとともに、国民健康保険事業特別会計

はじめ３特別会計への繰出金等の確定を行い、併せて基金繰入れ減額などの総体的な財源調整処

理を行なうものです。なお、今回の補正により生じました剰余額につきましては、基金積立金の

積み増しを行ってまいります。第２条の繰越明許費につきましては議案を４枚お開きください。

第２表は繰越明許費となっており、総務費の地域振興費、定額給付金給付事業について８３万２

千円を、土木費の住宅費、公営住宅建設事業費について６千１０万３千円を平成２１年度に繰り

越すものです。 

それでは事項別明細書により説明を行ないますので、平成２０年度補正予算に関する説明書の

一般会計歳入歳出予算事項別明細書の１ページをお開きいただきたいと存じます。歳入からご説

明を申し上げます。歳入につきましては総括表によりご説明を申し上げます。1 款町税につきま

しては軽自動車税滞納繰越分の確定によるものであり、２款地方譲与税から１０款交通安全対策

特別交付金につきましては、全て交付額の確定に伴う補正となっております。なお、９款地方交

付税３千８３万９千円の増額補正は特別交付税の確定による補正となっております。１３款国庫

支出金３１４万６千円の減額は、定額給付金関連補助金の事務事業執行見込額の整理と公営住宅

建設事業費確定による減額となっております。１４款道支出金３３万５千円の減額補正につきま

しては、衛生費の各種医療費道補助金の確定に伴う増減によるものです。１６款繰入金６千５７

万円の減額につきましては、国民健康保険事業特別会計に繰出しておりました財政調整基金から

の繰出金４千万円、及び花と緑と交流のまちづくり事業に財源手当てをしておりましたふるさと

事業基金２千５７万円を皆減するものでございます。１８款諸収入２５１万２千円の増額につき

ましては、高額療養費負担金及び国営畑総斜網地域維持管理協議会交付金の確定と行政情報シス

テム事業に対する北海道市町村振興協会２５０万円の助成に伴うものとなってございます。２０
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款寄付金３０万円につきましては、町内羽衣町２７番地、辻房江様から町及び教育振興に２０万

円、札幌市、河西邦人様からのふるさと寄附金１０万円となっております。 

 それでは、引き続き歳出についてご説明いたしますので８ページをご覧いただきたいと存じま

す。総務費・２目財産管理費２千３４２万３千円の補正につきましては、財政調整基金に財源調

整による一般財源剰余分１千６８２万３千円、減債基金積立金に６５０万円、ふるさと事業基金

に１０万円を積み立てるものでございます。特定財源のその他６８０万円につきましては、老人

保健施設委託料減額に伴う介護報酬収入の超過分６５０万円と寄付金３０万円となっております。

なお、補正後の平成２０年度末基金の総額は、北海道備荒資金組合積立金を含み２５億１千万円

強となります。１７目行政情報システム管理費につきましては、先ほど歳入の諸収入でご説明申

し上げました北海道市町村振興協会助成金２５０万円の歳入に伴う財源振替えとなっております。

開発促進費・３目の花と緑と交流のまちづくり事業費につきましても、歳入でご説明いたしまし

たふるさと事業基金からの繰入れを皆減する財源振替え措置となってございます。地域振興費の

２目地域振興対策費２４０万５千円の減額につきましては、定額給付金事務にかかる実績と翌年

度繰越による執行見込みによる調整減額措置をそれぞれの科目で行うものでございます。なお、

平成２０年度末における世帯割合による給付率は９８.９４％、５月末見込みにおいては９９.０％

となっております。民生費・１項社会福祉費・４目老人福祉費８１９万６千円の減額につきまし

ては、年度末実績により１３節の老人保健施設きよさと運営業務委託料を６５０万円減額すると

ともに、１９節負担金補助及び交付金のホームヘルプサービス運営事業費補助を１２０万円減額、

さらに、２８節繰出金につきましても介護保険事業特別会計繰出金４９万６千円減額を行なうも

のですが、いずれも年度末実績清算見込みによる措置となっております。特定財源その他は介護

報酬収入となります。１０ページをご覧下さい。衛生費・３目各種医療対策費４千２５４万４千

円の減額につきましては、２０節扶助費は各扶助について年度末実績による減額を行うとともに、

２８節繰出金においては国保並びに後期高齢者医療特別会計繰出金について年度末実績により所

要の減額補正を行うものです。なお、国保会計繰出金については医療給付費の急激な増高により、

昨年１２月補正により４千万円の特別繰出しを行っておりましたが、高額給付の一定の落ち着き

や国及び道からの調整交付金等の歳入が確保されたことから減額措置を講じるものでございます。

特定財源のその他は財政調整基金繰入金となってございます。農林水産業費・４目農地開発事業

費につきましては、財源の振替え措置であり国営畑総斜網地区維持管理協議会交付金確定による

減額分を一般財源へ振替えするものです。土木費・２目住宅建設費３４８万５千円の減額につき

ましては、繰越事業となります公営住宅建設事業費の確定により、それぞれ入札執行等による請

負残額等を減額いたして参ります。以上で説明とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

                               （「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本件については討論を省略し採決することにご異議ありませんか。 

                               （「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 
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 異議なしと認めます。 

 これから承認第２号を採決します。この採決は起立によって行います。本件について承認する

ことに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。したがって、承認第２号 平成２０年度清里町一般会計補正予算（第６号）専

決処分承認については承認することに決定しました。 

 

    ●日程第７ 承認第３号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第７ 承認第３号 平成２０年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第５号）専決処

分承認についてを議題とします。 

本件について提出者の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長 

 ただ今上程されました、承認第３号平成２０年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第５

号）専決処分承認について提案理由のご説明を申し上げます。本件につきましては地方自治法の

規定により専決処分をいたしましたので、議会に報告し、承認を求めるものであります。次のペ

ージをお開き願います。今回専決処分をいたしましたのは、平成２０年度清里町介護保険事業特

別会計補正予算（第５号）は、平成２１年３月３１日付けをもって専決処分をさせていただきま

した。次のページをお開き願います。今回の補正は第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それ

ぞれ５５万７千円を減額し、予算の総額を３億８千４４７万９千円とするものでございます。第

２項につきましては、別冊の補正予算に関する説明書の中程の薄茶色の介護保険事業特別会計の

事項別明細書の、最初に歳出からご説明しますので３ページをお開き願います。  

今回の補正は、介護保険法の規定により平成２０年度分、総務費・保険給付費、公債費の歳出

の確定に伴い、一般会計繰入金の予算調整が主なものでございます。最初に総務費・１目一般管

理費５８万９千円の減額は、介護保険事務に係る不用額を減額するものです。なお、これ以降の

財源内訳の欄の特定財源のその他は、すべて一般会計繰入金となります。次の、１目賦課徴収費

１０万円の減額につきましても不用額を減額するものでございます。次の４ページ、１目介護認

定審査会費２８万７千円の減額は、網走市外３町介護認定審査会の負担金の減額によるものでご

ざいます。次の、２目認定調査費２４万８千円の減額の内訳は、主治医意見書の作成件数及び認

定調査委託料の減に伴い、１２節役務費及び１３節委託料を減額するものでございます。次の保

険給付費・１目高額介護サービス等費７１万７千円の増額は介護給付の増によるものでございま

す。次の、公債費・１目利子５万円の減額は一時借入れがなかったことにより不用額を減額する

ものでございます。 

次に、歳入は１ページの総括表に戻っていただきまして、４款道支出金と７款繰入金が特定財

源であり、９款諸収入が一般財源となります。以上で補正予算の説明を終わらさせていただきま

す。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 これから質疑を行います。 

                              （「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本件については討論を省略し採決することにご異議ありませんか。 

                              （「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから承認第３号を採決します。この採決は起立によって行います。本件について承認する

ことに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。したがって、承認第３号 平成２０年度清里町介護保険事業特別会計補正予算

（第５号）専決処分承認については承認することに決定しました。 

 

    ●日程第８ 承認第４号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第８ 承認第４号 平成２０年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）専

決処分承認についてを議題とします。 

本件について提出者の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長 

 ただ今上程されました、承認第４号平成２０年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

４号）専決処分承認について提案理由のご説明を申し上げます。本件につきましては地方自治法

の定めに基づき専決処分いたしましたので、議会に報告し、その承認を求めるものでございます。

議案書１枚お開き下さい。今回専決処分いたしましたのは、平成２０年度清里町国民健康保険事

業特別会計補正予算（第４号）であり、３月３１日付けを持ちまして専決処分をさせていただき

ました。議案書１枚をお開き下さい。今回の補正は第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それ

ぞれ１千７９４万９千円を追加し、予算の総額を７億７千９９６万１千円とするものでございま

す。第１条第２項につきましては別冊の国民健康保険事業特別会計事項別明細書によりご説明申

し上げます。 

それでは歳出からご説明申し上げますので、事項別明細書の６ページをお開き下さい。今回の

補正は一般被保険者及び退職被保険者等療養給付費等の確定に伴う事業費の調整措置と財源振替

えを行うものでございます。１款総務費・１項総務管理費・１目一般管理費、特定財源その他１

５万８千円の減額は一般会計繰入金でございます。３項運営協議会費・１目運営協議会費、特定

財源その他８万５千円の減額は一般会計繰入金でございます。２款保険給付費・１項療養諸費・

１目一般被保険者療養給付費１千２０６万５千円の減額、２目退職者被保険者等療養給付費９５

万２千円の減額。３目一般被保険者療養費５１万４千円の減額及び４目退職者被保険者等療養費

１０万６千円の減額につきましては医療費の減によるものでございます。１目一般被保険者療養

給付費、特定財源の国道支出金４千２９５万７千円の増額は国庫支出金のうち、療養給付金負担
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金１３５万５千円の増、普通調整交付金２千９７３万８千円の増、特別調整交付金５８８万６千

円の増、高齢者医療制度円滑運営事業補助金５万８千円の増、道支出金のうち普通調整交付金５

５３万２千円の増、特別調整交付金５８万８千円の増でございます。特定財源のその他３千３１

７万３千円の減額は療養給付費交付金２２３万６千円の増、保険財政共同安定化事業交付金５１

１万６千円の減、一般会計繰入金３千２９万３千円の減でございます。２目退職被保険者等療養

給付費、特定財源その他９５万２千円の減額は療養給付費交付金でございます。４目退職被保険

者等療養費、特定財源その他８万８千円の減額は療養給付費交付金でございます。７ページをお

開き下さい。２項高額療養費・１目一般被保険者高額療養費９５万２千円の減額及び２目退職被

保険者等高額療養費１３７万８千円の減額につきましては高額医療費の減によるものでございま

す。１目一般被保険者高額療養費、特定財源、国道支出金１千５６万９千円の増額は普通調整交

付金でございます。特定財源その他８１万３千円の減額は高額医療費共同事業交付金７０万８千

円の増、保険財政共同安定化事業交付金７７４万８千円の増、一般会計繰入金９２６万９千円の

減でございます。２目退職被保険者等高額療養費、特定財源その他１２３万３千円の減額は療養

給付費交付金６３万１千円の減、一般会計繰入金６０万２千円の減でございます。４項出産育児

一時金、１目出産育児一時金９６万円の減額は出産件数の減少によるものでございます。特定財

源その他６４万円の減額は一般会計繰入金によるものでございます。７款共同事業拠出金・１目 

高額医療費共同事業医療費拠出金、特定財源の国道支出金１５万２千円の減額は国庫負担金の高

額医療費共同事業負担金７万６千円の減、道負担金の高額医療費共同事業負担金７万６千円の減

でございます。特定財源その他１５万２千円の増額は高額医療費共同事業交付金でございます。

８ページをお開き下さい。９款基金積立金・１項基金積立金・１目基金積立金３千５００万円の

積立は、本年度支消分を基金に積み戻すものでございます。１０款公債費・１項一般公債費・１

目利子１２万４千円の減額は一時借入金がありませんでしたので皆減いたします。 

それでは１ページにお戻り下さい。歳入につきまして総括表でご説明申し上げます。３款から

９款につきましては特定財源であり歳出の中でご説明申し上げました。１款国民健康保険税及び

１１款諸収入につきましては一般財源でございます。以上で説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

                              （「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本件については討論を省略し採決することにご異議ありませんか。 

                              （「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから承認第４号を採決します。この採決は起立によって行います。本件について承認する

ことに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。したがって、承認第４号 平成２０年度清里町国民健康保険事業特別会計補正
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予算（第４号）専決処分承認については承認することに決定しました。 

 

    ●日程第９ 承認第５号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第９ 承認第５号 平成２０年度清里町老人保健特別会計補正予算（第４号）専決処分承

認についてを議題とします。 

本件について提出者の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長 

 ただ今上程されました、承認第５号平成２０年度清里町老人保健特別会計補正予算（第４号）

専決処分承認について提案理由のご説明を申し上げます。本件につきましては地方自治法の定め

に基づき専決処分いたしましたので、議会に報告し、その承認を求めるものでございます。議案

書１枚お開き下さい。今回専決処分いたしましたのは、平成２０年度清里町老人保健特別会計補

正予算（第４号）であり、３月３１日付けを持ちまして専決処分をさせていただきました。議案

書１枚をお開き下さい。今回の補正は第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ５３万２

千円を減額し予算の総額を７千４０６万円とするものでございます。第１条第２項につきまして

は別冊の老人保健事業特別会計事項別明細書によりご説明申し上げます。 

それでは歳出からご説明申し上げますので事項別明細書の３ページをお開き下さい。今回の補

正は医療給付費の確定に伴う事業費の精算措置を行うものでございます。１款医療諸費・１目 医

療給付費５３万２千円の減額は通院、入院等の医療費の減によるものでございます。特定財源の

国道支出金、１目医療給付費１０１万９千円の減額、２目医療支給費３千円の減額及び３目高額

医療費６万８千円の減額はいずれも国庫負担金でございます。 

それでは１ページにお戻り下さい。歳入につきましては総括表でご説明申し上げます。５款 

諸収入が一般財源でございます。以上で説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

                              （「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本件については討論を省略し採決することにご異議ありませんか。 

                              （「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから承認第５号を採決します。この採決は起立によって行います。本件について承認する

ことに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。したがって、承認第５号 平成２０年度清里町老人保健特別会計補正予算（第

４号）専決処分承認については承認することに決定しました。 
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    ●日程第１０ 承認第６号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１０ 承認第 ６号 平成２０年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

専決処分承認についてを議題とします。 

 本件について提出者の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長 

 ただ今上程されました、承認第６号平成２０年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

３号）専決処分承認について提案理由のご説明を申し上げます。本件につきましては地方自治法

の定めに基づき専決処分いたしましたので、議会に報告し、その承認を求めるものでございます。

議案書１枚お開き下さい。今回専決処分いたしましたのは、平成２０年度清里町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第３号）であり、３月３１日付けを持ちまして専決処分をさせていただきま

した。議案書１枚をお開き下さい。今回の補正は第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞ

れ４１万７千円を減額し予算の総額を４千６４９万３千円とするものでございます。第１条第２

項につきましては別冊の後期高齢者医療特別会計事項別明細書によりご説明申し上げます。それ

では第２表繰越明許費をご覧下さい。平成２１年度に繰越しを行いますのは、記載のとおり総務

費・総務管理費・後期高齢者医療システム改修事業費の１１６万６千円となっており、地方自治

法の定めにより報告するものでございます。 

それでは歳出からご説明申し上げますので事項別明細書の４ページをお開き下さい。今回の補

正は総務費・後期高齢者医療広域連合の交付金の確定に伴う事業費の精算措置を行うものでござ

います。１款総務費・１項総務管理費・１目一般管理費、特定財源のその他３万７千円の減額は

一般会計繰入金でございます。２項徴収費・１目徴収費、特定財源その他６万８千円の減額は一

般会計繰入金が７万９千円の減、特別対策事業交付金が１万１千円の増でございます。２款後期

高齢者医療広域連合納付金・１目後期高齢者医療広域連合納付金、特定財源その他２５万３千円

の減額は一般会計繰入金でございます。 

それでは１ページにお戻り下さい。歳入につきましては総括表でご説明申し上げます。１款 

後期高齢者医療保険料、２款使用料及び手数料、５款諸収入が一般財源でございます。以上で説

明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

                              （「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本件については討論を省略し採決することにご異議ありませんか。 

                              （「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから承認第６号を採決します。この採決は起立によって行います。本件について承認する

ことに賛成の方は起立願います。 
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（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。したがって、承認第６号 平成２０年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第３号）専決処分承認については承認することに決定しました。 

 

    ●日程第１１から日程第１３  議案第３５号から議案第３７号 

○議長（村尾富造君） 

 ここで関連がありますので、日程第１１ 議案第３５号 清里町議会議員の議員報酬及び費用

弁償支給条例の一部を改正する条例から、日程第１３ 議案第３７号 町職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例までを一括議題とします。 

 議案第３５号から議案第３７号まで順次提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長 

 ただ今上程されました、議案第３５号清里町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の一部

を改正する条例から議案第３７号町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例まで、都合３

件の条例改正について一括的に提案理由のご説明を申し上げます。今回の条例改正につきまして

は、景気の悪化により民間企業の夏季一時金の大幅な減少が見られたことから、去る５月１日に

臨時の人事院勧告が行われております。内容につきましては６月支給の期末・勤勉手当について

現行の２.１５月分を０.２月分引き下げ１.９５月分とすることとされており既に閣議決定が行わ

れているところであります。清里町におきましても国家公務員給与に準じる措置を講じることと

し、関連する３条例の改正を今般、提案するものでございます。 

それでは、まず、初めに議案第３５号清里町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の一部

を改正条例についてご説明いたします。改正内容につきましては審議資料の新旧対照表により行

いますので４２ページをお開きいただきたいと存じます。改正後の条例でご説明申し上げます。

改正につきましては特例の追加規定を行うものであり、附則に第２項を加え、２１年６月に支給

する期末手当に関する第４条第２項の規定の適用については、１００分の２１５.０とあるのを、

０.２月分削減し１００分の１９５.０とするものでございます。また、改正条例の適用を交布の日

からといたします。 

続いて、議案第３６号清里町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明

申し上げます。改正内容につきましては同じく新旧対照表によりご説明申し上げますので審議資

料の４３ページをご覧いただきたいと存じます。改正につきまして改正後の条例でご説明申し上

げますが、同じく附則に追加規定を行い、本年６月に支給する期末手当につきまして、１００分

の２１５.０とあるのを１００分の１９５.０とし、０.２月分の引き下げを行うものでございます。

施行は公布日として参ります。 

 最後となりますが、議案第３７号町職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について

ご説明申し上げます。改正内容につきましては新旧対照表によりご説明いたします。審議資料の

４５ページをご覧いただきたいと存じます。同じく附則に追加規定を行い、２１年６月に支給す

る期末手当および勤勉手当について、期末手当の支給割合を規定する第１７条第２項及び第３項

の適用については１００分の１５の引き下げ、第１８条で規定する勤勉手当につきましては１０

０分の５、合わせて１００分の２０となる０.２月の削減を行うものでございます。なお、施行に
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ついては交布の日からとするものでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから一括して質疑を行います。 

                              （「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本件については討論を省略し採決することにご異議ありませんか。 

                              （「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから議案第３５号 清里町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条

例を採決します。この採決は起立によって行います。本件は原案のとおり決定することに賛成の

方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。したがって、議案第３５号 清里町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例

の一部を改正する条例は原案のとおり可決されました。 

 

○議長（村尾富造君） 

次に議案第３６号 清里町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例を採決します。こ

の採決は起立によって行います。本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。したがって、議案第３６号 清里町長等の給与等に関する条例の一部を改正す

る条例は原案のとおり可決されました。 

 

○議長（村尾富造君） 

次に議案第３７号 町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を採決します。この採決

は起立によって行います。本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。したがって、議案第３７号 町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

は原案のとおり可決されました。 

 

    ●日程第１４ 議案第３８号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１４ 議案第３８号 清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題

とします。 

 本件について提出者の説明を求めます。町民課長。 
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○町民課長 

 ただ今上程されました、議案第３８号清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につき

ましてご説明申し上げます。今回の改正は地方税法等の一部を改正する法律（平成２０年法律第

９号）等の施行に伴い清里町国民健康保険税条例の一部を改正するものです。改正につきまして

は別冊の審議資料によりご説明いたします。審議資料の４７ページから５４ページには新旧対照

表により改正箇所をアンダーラインにより示しておりますが、内容につきましては４６ページの

要旨によりご説明いたします。それでは改めまして４６ページをご覧下さい。国民健康保険税の

２割減額の対象となる納税義務者の要件の見直し（第２３条）につきましてはこれまで２割軽減

の適用につきましては所得状況に変化が無いか確認が必要となっておりましたが、その規定を廃

止し適用要件を緩和するものでございます。他の改正につきましては法改正に伴う条項の整理と

字句の整理を行うものでございます。附則につきましては施行期日及び適用区分を規定しており

ます。以上で説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

                              （「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本件については討論を省略し採決することにご異議ありませんか。 

                              （「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから議案第３８号を採決します。この採決は起立によって行います。本件について原案の

とおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。したがって、議案第３８号 清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

は原案のとおり可決されました。 

 

    ●日程第１５ 議案第３９号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１５ 議案第３９号 ４線道路凍雪害防止工事請負契約の締結についてを議題とします。 

 本件について提出者の説明を求めます。建設課長。 

 

○建設課長 

 ただ今上程されました、議案第３９号４線道路凍雪害防止工事請負契約の締結についてご説明

申し上げます。本件は議会の議決に付すべき契約及び財産の取得に関する条例第２条の規定によ

り、議会の議決を求めるものでございます。契約の目的は４線道路凍雪害防止工事であります。

工事の概要を申し上げます。工事の場所は上斜里の４線道路でございまして、１１号から９号間

でございます。工事の内容は改良舗装工事が２８０メートル、載荷盛土、これは１０線付近の地
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盤が悪いということで盛土をして地盤沈下を安定させる方法でございますけれど、載荷盛土が１

９０メートルであります。契約の方法は指名競争入札による契約であり、契約金額は７千１９２

万５千円となっております。なお、予定価格は７千３５２万１千円でございます。契約の相手方

は株式会社石井久組であり、工期は平成２１年５月２６日より平成２２年３月１９日を予定いた

しております。以上で説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

                              （「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本件については討論を省略し採決することにご異議ありませんか。 

                              （「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから議案第３９号を採決します。この採決は起立によって行います。本件について原案の

とおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。したがって、議案第３９号 ４線道路凍雪防止工事請負契約の締結については

原案のとおり可決されました。 

 

●閉会宣言 

○議長（村尾富造君） 

これで、本日の会議は全部終了しました。会議を閉じます。 

平成２１年第３回清里町議会臨時会を閉会いたします。大変ご苦労様でした。 

 

                               閉会 午前９時３１分 

 

 

 

 

 

 

 


