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平成２２年第５回清里町議会臨時会会議録（５月２６日） 
 
平成２２年第５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通りである。 
 
 町 長   橋  場    博 
           副 町 長   櫛 引 政 明  
           総 務 課 長   古 谷 一 夫 
           町 民 課 長   島 澤 栄 一 
           保 健 福 祉 課 長   柏 木 繁 延 
           産 業 課 長   宇 野  充 
           建 設 課 長   澤 本 正 弘 
           出 納 室 長   二 瓶 正 規 
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８．本会議の書記は次のとおりである。 
           事 務 局 長     村 上 孝 一 
           書 記   鈴  木  由 美 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２１年度清里町一般会計補正予算（第１０号）専決処分承認につい

て 
  承認第 ３号   平成２１年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）専決処分 
           承認について 
  承認第 ４号   平成２１年度清里町国民健康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 ５号   平成２１年度清里町老人保健特別会計補正予算（第２号）専決処分承認 
           について 
  承認第 ６号   平成２１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 
  承認第 ７号   平成２２年度清里町一般会計補正予算（第１号）専決処分承認について 
  議案第３９号   清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 
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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２２年第５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。会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定

により、議長において ５番 田中 誠君、６番 藤田 春男君を指名致します。  

 
●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、委員長の報告を求めます。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、委員長の報告どおり、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）平成２２年度オホーツク町村議会議長会役員会・定期総

会について５月１３日遠軽町で開催され、村尾議長が出席を致しております。平成２１年度歳入

歳出決算認定、理事の欠員補充、協議事項等が審議され、原案のとおり可決・承認されました。
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また最後にオホーツク総合振興局地域政策課主幹より、最近の行財政の動向についてお話を頂き

ました。（２）北網ブロック町議会議長会会議について、上記会議に引き続き開催され、北網ブロ

ック町議会議長会の会議・行事予定や、会の運営について協議が行われました。（３）平成２２年

度（第３３回）札幌清里会総会について、５月２２日札幌市で開催され、中西副議長が出席致し

ております。清里町の町政等の現況報告や、会員との情報交換・交流が行われました。（４）一部

事務組合等の会議等について、斜里地区消防組合議会臨時会が開催され、関係議員が出席致して

おります（５）その他の会議・行事等への出席状況につきまして、記載されている町内の会議・

行事に、議長・副議長及び各議員が出席を致しております。 

 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であります。平成２２年３月分、及び平成２１年度

並びに平成２２年度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２２年第５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

ージの通りとなっておりますので、ご参照頂きたいと存じます。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。主要事業報告。１番目の清里町顕彰式の関係であります

が、４月６日、大谷昌平氏に対しまして、社会福祉功労賞を授与致しております。２０年間、清

里町で医療活動をされた、その功績と言う事であります。２番目の清里町町民栄誉賞表彰式並び

に第２１回冬季オリンピックバンクーバー大会岡崎朋美選手帰町報告会であります。４月１７日

にレストハウスにおきまして、５度オリンピックに出場されました、岡崎朋美選手に対しまして

町民栄誉賞を授与致しております。また、同時に糸川敏彦氏に対しましても、この度現役を引退

されると言う事でありますので、感謝状を贈呈致しております、その後、岡崎朋美選手の帰町報

告会を開催致し、約２１０名の方の出席があり、盛会裏のうちに終了致しております。３点目の

医療法人恵尚会 クリニックきよ里開所式の関係であります。４月１２日、クリニックきよ里に

おいて、開所式及び内覧会が開催されました。出席者は記載のとおりでありまして、診療開始は

翌日の４月１３日からであります。４点目の大谷医師の離町についてであります。２０年間、清

里町で診療活動をされました大谷昌平氏が４月２１日、栃木県那須郡那須町へ転出されました。

５点目の斜里地区消防組合議会第２回臨時会の結果についてであります。４月２８日、斜里町で

開催されました。案件は、小清水分署が購入致します、水槽付き消防自動車の財産取得の議決で

ありまして、原案のとおり可決・承認がなされています。６点目のニトリ北海道応援基金助成金
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贈呈式についてであります。５月７日、札幌グランドホテルに於いて贈呈式が行われました。こ

れは、ニトリ財団がニトリ応援基金を設け、緑の植樹整備事業に助成金を出すものでありまして、

清里町におきましてはさくらの山整備事業として、元の１６号スキー場跡でありますが、平成２

０年から今年２２年までの３ヵ年間この山に、蝦夷山桜３００本、イタヤカエデ７０本、山紅葉

７５本、金額で３ヵ年間で約３００万円の助成金を頂くわけであります。なお、今年の植樹祭は

６月の５日土曜日に計画されております。 
 次、主な会議・行事等についてであります。４月１５日自治会長会議が開催され、平成２２年

度の各種事業について各関係課長より自治会長さんに説明を致しております。次に、春のごみゼ

ロ運動の関係でありまして、５月１５日道道・町道の清掃が行われております。実施区域は道道

は旧１６号道路、町道１線・２線・４線・１５号・２１号であります。主催は町とまちづくり運

動推進協議会でありまして、参加者は約１９０名の参加を頂いております。次、北見清里会総会

の関係であります。５月２２日北見市で開催されました。参加者は、山田会長他３５名でありま

して、町政等の近況報告、参加者による交流会・懇親が行われています。次、札幌清里会総会の

関係でありまして、同じ５月２２日札幌市で開催されました。町からは副町長が出席を致してお

りまして、佐々木会長他４８名の方々が出席をされ、町政、参加者の交流・懇親等が行われてお

ります。次、第４５回北海道消防協会網走地方支部斜里分会合同演習の関係でありまして、５月

２３日町民グラウンドで開催されました。斜里郡３町から消防団員さんとそれぞれ首長と出席致

しまして、当日は好天に恵まれまして無事終了致しております。次、清里町防災会議であります。

５月２５日開催されまして、新しい委員さんの任命書の交付、審議内容でございますが、清里町

防災計画、２２年度の事業計画、情報交換等が行われております。同じく、清里町国民保護協議

会の会議が行われまして、これにつきましても、委員１５名に対する任命書の交付、国民保護の

計画、情報交換等が行われ、無事終了致しております。以上を申し上げまして、町長の一般行政

報告とさせて頂きます。 
 

○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 教育長一般行政報告 

○議長（村尾富造君） 
 日程第５ 教育長一般行政報告を行います。教育長 荻野美樹君。 
 
○教育長（荻野美樹君） 
 教育長一般行政報告１点について、ご報告申し上げます。１の教育委員会の開催状況について

でありますが、第４回教育委員会会議が５月２４日に開催されました。記載の５点について審議

を致しております。①の社会教育中期計画策定委員の委嘱につきましては、社会教育委員、体育

指導委員、一般公募の委員２名の合計３０名の中期計画策定委員の方を中期計画策定委員として
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ご委嘱申し上げたところでございます。②の就学指導委員会委員の任命につきましては、清里町

就学指導委員会設置規則の規定によりまして、学校医、町の保健師、各学校の校長教諭、合計９

名の方を就学指導委員として任命致したところでございます。④の学校管理規則の一部改正、⑤

の修学旅行の引率業務等の要領につきましては、北海道教育委員会規則の改定に伴う、改定要領

の制定であります。以上を申し上げまして教育長の一般行政報告とさせて頂きます。 
 
○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。 

 これで教育長一般行政報告を終わります。 

 

●日程第６ 承認第１号 
○議長（村尾富造君） 

 日程第６ 承認第１号 清里町税条例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 

只今上程されました、承認第１号清里町税条例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致しましたので、

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枚お開き願います。今回、専決

処分致しましたのは、清里町税条例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

処分させて頂きました。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２２年法律

第４号）等の施行に伴い、清里町税条例の一部を改正するものです。内容につきましては、別冊

の審議資料の３ページから２３ページに新旧対照表により、改正箇所をアンダーラインにより示

しておりますが、その改正内容につきましては、審議資料の１ページに改正の要旨について記載

しておりますので、これよりご説明致します。内容といたしましては、１点目の個人住民税にお

ける特別徴収制度の改正、（平成２２年４月１日施行 第４４条）につきましては、６５歳未満の

公的年金等に係る所得を有する給与所得者については、公的年金等の所得割額を給与から特別徴

収をすることが出来るように改正をするものでございます。２点目のたばこ税率の改正（平成２

２年１０月１日施行 第９５条、附則第１６条の２）につきましては、町税分１千本に付き１千

３２０円引き上げられ、４千６１８円になります。また、旧３級品の紙巻きたばこについても、

１千本に付き６２６円引き上げられ、２千１９０円になります。３点目の土地保有税の非課税措

置の廃止（平成２２年４月１日施行 附則第１５条）につきましては、土地の現物出資を受けて

設立される農業協同組合等が、現物出資に伴って取得する特別土地保有税の非課税措置が廃止に

なります。４点目の、株式等の譲渡所得の計算方法の変更（平成２５年１月１日施行 附則）に

つきましては、平成２４年から上場の株式等に係る税率が、本則税率の２０％課税が適用されま

す。これに伴い、少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置の導入により、計算方法が変更

になるものであります。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
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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） 
 
○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７ 承認第２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第７ 承認第２号 平成２１年度清里町一般会計補正予算（第１０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 
 只今上程されました、承認第２号平成２１年度清里町一般会計補正予算（第１０号）専決処分

の承認について、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

基づき専決処分を致しましたので、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

開き下さい。今回、専決処分致しましたのは記載の通り、平成２１年度清里町一般会計補正予算

（第１０号）であり、３月３１日付けをもって専決処分させて頂きました。議案書をさらに１枚

お開き下さい。今回の補正は、第１条第１項に記載の通り、歳入歳出にそれぞれ６千９１２万２

千円を追加し、予算の総額を７３億９千４２１万円とするものです。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、町税、地方譲与税、地方交付税、国庫支出金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４特別会計への繰出金等の確定を行い、併せて総体的な財源調整処理を行うものです。

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参り

ます。それでは事項別明細書により説明を行いますので、平成２１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ページをお開き頂きたいと存じます。歳入からご説明
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致します。歳入は、総括表によりご説明致します。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１３款国庫支出金につきましては、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３千２３３万１千円の増額補正は、

特別交付税の確定による補正となっております。また、１３款国庫支出金１千４１９万５千円の

増額補正につきましては、地域活性化に係る経済危機対策臨時交付金及びきめ細かな臨時交付金

の確定によるものとなっております。１５款財産収入５４万５千円の減額につきましては、財産

貸付収入の調整減額によるものです。１８款諸収入４９９万６千円の増額につきましては、介護

報酬収入の超過歳入及び老人保健特別会計の過年度分返納金となってございます。２０款 寄付

金５万円の補正につきましては、教育費寄附金、民謡同好会からの寄付金となっております。そ

れでは、引き続き歳出についてご説明致しますので８ページをご覧頂きたいと存じます。総務費・

２項総務管理費・２目財産管理費１億１７４万６千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８千８０５万４千円、減債基金積立金に１千３６９万２千円を積立

てるものでございます。特定財源のその他１千３１９万７千円につきましては、老人保健施設委

託料減額及び介護報酬収入の超過分と寄付金となっております。なお、補正後の平成２１年度末

基金の総額は、北海道備荒資金組合積立金を含み約２８億４千７００万強となり、前年度末基金

残高に比較し約３億３千３００万円の増となります。２項開発促進費・３目の花と緑と交流のま

ちづくり事業費につきましては、財源振替措置となります。９項地域振興費の２目地域振興対策

費２１６万円の減額につきましては、福祉医療事業者人材確保事業補助の確定による減額措置と

なります。２目臨時交付金事業費につきましても、財源の振替えであり、きめ細かな交付金につ

いて追加配分が確定しましたので、一般財源と振替えるものです。民生費・１項社会福祉費・ 1

目社会福祉総務費 1 万 6 千円の減額については、不用額の調整減額、2 目障害者自立支援費６

４３万８千円の減額は、旅費不用額及び施設介護以下３事業の給付費確定による減額補正となっ

ております。３目福祉サービス事業費１６万円の減額につきましては、１３節委託料の各事業不

用額の減額措置となっております。４目老人福祉費１千１３６円の減額につきましては、年度末

実績により、旅費不用額及び１３節の老人保健施設きよさと運営業務委託料を１千１００万円減

額するとともに、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３５万５千円減額

を行うものですが、いずれも年度末実績精算による措置となっております。なお、特定財源その

他は介護報酬収入となります。６目国民年金事務費は、国庫委託金の確定による財源振替措置と

なっております。１０ページをご覧頂きたいと存じます。２項児童福祉費・１目児童母子福祉費

１４０万円の減額は、斜里地域子ども通園センター運営費負担金確定に伴う減額であります。衛

生費・１項保健衛生費・３目各種医療対策費１千１８４万円の減額につきましては、２８節繰出

金において国保並びに老人、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当初

予算により３千万円の特別繰出しを計上しておりましたが、医療費の一定の落ち着きにより先の

第９号補正と併せ、３千万円の繰出し全額が減額となります。農林水産業費・１項農業費・５目

道営整備事業費７５万円の補正は、持続的農業・農村づくり促進特別対策事業に係る最終精算額

の確定による補正となります。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。 
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                               （「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２１年度清里町一般会計補正予算（第１０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３号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第８ 承認第３号 平成２１年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（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。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長 

只今上程されました、承認第３号平成２１年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）

専決処分承認について、提案理由の説明を申し上げます。本件については、地方自治法の規定に

より専決処分を致しましたので、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、専決処分を致しましたのは平成２１年度清里町介護保険事業特別会計補正予

算（第３号）であります。平成２２年３月３１日付けをもって専決処分を行わせて頂いたもので

あります。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４５万４千円を減額し、予算の総額を４億８９５万６千円とするものであります。第

２項につきましては、別冊の補正予算に関する説明書、一般会計補正予算の次の薄茶色の介護保

険事業特別会計の事項別明細書により歳出からご説明しますので、４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２１年度分、総務費、保険給付費、地域支援事業費、

基金積立金、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。

総務費・１目一般管理費２９万４千円の減額は、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、全て一般会計繰入金となります。次の１

目賦課徴収費２０万７千円の減額につきましても、不用額を減額するものです。次の５ページ、

１目介護認定審査会費１７万７千円の減額は、網走市外３町介護認定審査会負担金の減額による

ものです。次の２目認定調査費３０万６千円の減額の内訳は、主治医意見書の作成及び認定調査
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委託件数の減に伴い、１２節役務費及び委託料を減額するものです。次の２款保険給付費・２目

施設介護サービス給付費６４万４千円、次の１目高額介護サービス等費４万２千円、６ページの

１目特定入所者介護サービス等費４万５千円の増額は、介護給付の増によるものであります。次

の 1 目介護予防事業費１２万６千円及び、次の１目任意事業費１万６千円の減額は、不用額の減

額であります。７ページ、基金積立金９千円の減額は、基金積立金利子の減によるものであり、

次の１目利子につきましては、一時借入が無かった事による５千円の減額となります。次に、歳

入は１ページの総括表にお戻り頂きたいと存じます。５款支払基金交付金、６款財産収入、7 款

繰入金が特定財源。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２１年度清里町介護保険事業特別会計補正予算

（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９ 承認第４号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第９ 承認第４号 平成２１年度清里町国民健康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。町民課長。 

 

○町民課長 

只今上程されました、承認第４号平成２１年度清里町国民健康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、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

基づき専決処分を致しましたので、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枚お開き願います。今回、専決処分致しましたのは、平成２１年度清里町国民健康保険事業

特別会計補正予算（第５号）であり、３月３１日付けをもちまして専決処分させて頂きました。
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次のページをご覧下さい。今回の補正は、第１条第１項に記載の通り、歳入歳出それぞれ２千３

９３万６千円を減額し、予算の総額を７億９９７万７千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。

今回の補正は、一般被保険者の療養給付費等の確定に伴う事業費の調整措置と、財源振替を行う

ものでございます。それでは、歳出からご説明致しますので、事項別明細書の５ページをお開き

下さい。１款総務費・１目一般管理費３万１千円減額及び、次の１目運営協議会費７万９千円減

額につきましては、事務費を精算するもので、特定財源・その他は、一般会計繰入金でございま

す。２款保険給付費・１目一般被保険者療養給付費２千３３８万５千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。特定財源・その他５６４万１千円の減額は、療養給付費交

付金が４３５万９千円の増、一般会計繰入金が１千万円の減でございます。2 目退職被保険者等

療養給付費は、一般財源を２２８万８千円減額し、療養給付費交付金に財源振替を行うものであ

ります。次の６ページをお開き下さい。１目出産育児一時金４５万円の減額は、出産件数の減に

よるもので、特定財源・その他２８万６千円の減額は、一般会計繰入金でございます。３款後期

高齢者支援金等につきましては、国庫支出金から一般財源に振替を行うものであります。５款老

人保健拠出金につきましても、財源振替を行うものであり、特定財源・その他５５０万円の減額

は、基金繰入金になります。９款基金積立金９千円の増額は、基金の利子を積立するものです。

歳入につきましては、総括表でご説明申し上げますので、１ページにお戻り下さい。３款国庫支

出金から、９款繰入金までが特定財源であり、１１款諸収入につきましては、一般財源になりま

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２１年度清里町国民健康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１０ 承認第５号 
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○議長（村尾富造君） 

 日程第１０ 承認第５号 平成２１年度清里町老人保健特別会計補正予算（第２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 

只今上程されました、承認第５号平成２１年度清里町老人保健特別会計補正予算（第２号）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

決処分致しましたので、議会に報告し、その承認を求めるものでございます。次のページをお開

き頂きたいと存じます。今回、専決処分致しましたのは、平成２１年度清里町老人保健特別会計

補正予算（第２号）であり、３月３１日付けをもちまして、専決処分させて頂きました。議案書

を１枚お開き願います。今回の補正は、第１条第１項に記載の通り、歳入歳出それぞれ５２万１

千円を追加し、予算の総額を５５３万７千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、別冊の老人保健特別会計事項別明細書によりご説明申し上げます。今回の補正は、医療給

付費償還金等の確定に伴い、精算措置を行うものでございます。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３ページをお開き下さい。歳出の１款医療諸費につきましては、

特定財源を減額し、一般財源に振替を行うものであります。特定財源・その他６９万９千円減額

の内訳は、一般会計繰入金が７０万円減、支払基金交付金が１千円の増となります。２款諸支出

金・１目償還金は、２３節償還金利子及び割引料を５２万１千円補正致します。内訳につきまし

ては、説明欄に記載の通りであります。特定財源・その他１千円は、支払基金交付金になります。

歳入につきましては、総括表でご説明申し上げますので、１ページにお戻り下さい。１款繰入金

から６款国庫支出金まで、全て特定財源になります。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２１年度清里町老人保健特別会計補正予算（第
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２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 承認第６号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１１ 承認第６号 平成２１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 

只今上程されました、承認第６号平成２１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、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

づき専決処分致しましたので、議会に報告し、その承認を求めるものでございます。次のページ

をご覧頂きたいと思います。今回、専決処分致しましたのは、平成２１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日付けをもちまして、専決処分させて頂きまし

た。議案書を１枚お開き願います。今回の補正は、第１条第１項に記載の通り、歳入歳出それぞ

れ１８５万１千円を減額し、予算の総額を４千６５０万８千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、後ほど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。今回の補正は、後期高齢者医療保険料及び広域連合納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。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。歳出の１款総務費・１目一般管理費の需用費・役務費・委託料合わせて５

万４千円の減額は、事務費を精算するもので、特定財源・その他５万３千円の減額は、一般会計

繰入金が１０万６千円減、支払基金交付金が５万３千円増でございます。次の１目徴収費の需用

費・役務費合わせて４万６千円の減額についても、事務費を精算するもので、特定財源・その他

４万６千円の減額は、一般会計繰入金でございます。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１７０万円の減額は、後期高齢者医療保険料及び事務費の確定よ

るもので、特定財源・その他９千円の減額は、一般会計繰入金でございます。次の５ページの３

款諸支出金・１目保険料還付金５万１千円の減額は、保険料還付が無かったことにより減額をす

るものです。特定財源・その他は、広域連合還付金でございます。歳入につきましては、総括表

でご説明申し上げますので、１ページにお戻り下さい。１款後期高齢者医療保険料及び、５款諸

収入の内、延滞金が一般財源であり、３款繰入金、５款諸収入の内、償還金及び還付加算金、６

款特別対策事業交付金が、特定財源でございます。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） 
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○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。 

                                 （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２１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１２ 承認第７号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１２ 承認第７号 平成２２年度清里町一般会計補正予算（第１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 

只今上程されました、承認第７号平成２２年度清里町一般会計補正予算（第１号）専決処分承

認について、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

を致しましたので、議会に報告し、その承認を求めるものです。議案書を１枚お開き下さい。今

回専決処分致しましたのは、記載の通り、平成２２年度清里町一般会計補正予算（第１号）であ

り、４月１日付けをもって専決処分させて頂きました。議案書をさらに１枚お開き下さい。今回

の補正は、第１条第１項に記載の通り、歳入歳出それぞれ３５０万円を追加し、予算の総額を４

２億４千６５０万円とするものです。第１条第２項につきましては、別冊の事項別明細書でご説

明申し上げますが、今回の補正は先に町長より一般行政報告を致しました、４月１７日に開催さ

れた、第２１回冬季オリンピック競技バンクーバー大会に係る、岡崎朋美さんに対する清里町民

栄誉賞授与並びに帰町報告会に要する予算の補正となっております。それでは事項別明細書の説

明を行いますので、平成２２年度予算に関する説明書、一般会計歳入歳出予算事項別明細書の２

ページをご覧頂きたいと存じます。歳出よりご説明申し上げます。総務費・２項総務管理費・１

目一般管理費１５０万円の補正につきましては、８節報償費であり、町民栄誉賞に係る功労金と

して報償金１００万円、並びに、栄誉賞本賞及び副賞に係る報償品費が５０万円となっておりま

す。教育費・５項保健体育費・１目保健体育総務費２００万円の補正は、帰町報告会に係る清里

町オリンピックスピードスケート選手後援会補助となっております。なお、歳入につきましては、

財政調整基金からの繰入金を充当補正致しております。以上で、提案理由の説明を終わります。 
 

○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） 
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○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７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７号 平成２２年度清里町一般会計補正予算（第１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１３ 議案第３９号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１３ 議案第３９号 清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 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 

只今上程されました、議案第３９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２２年法律第

４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。改正内容につき

ましては、別冊の審議資料２７ページから３１ページに新旧対照表により、改正箇所をアンダー

ラインにより示しておりますが、改正内容の要旨につきましては２５ページに記載しております

ので、ここで説明したいと思います。それでは改正内容の１点目でございますが、国民健康保険

税の減額措置の見直しにつきましては、これまで軽減の適用は、均等割及び平等割の合算額に係

る課税割合の基準がありましたが、これが廃止され、適用要件を緩和するものでございます。２

点目は、国民健康保険の被保険者に係る特例措置の創設であります。会社の倒産や解雇などの理

由により、離職した被保険者が雇用保険の受給資格者である場合、総所得金額に給与所得が含ま

れている場合については、その給与所得を１００分の３０として計算する特例措置を創設するも

のであり、その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） 
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○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 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２２年第５回清里町議会臨時会を閉会いたします。ご苦労様でした。 
 
                              閉会 午前１０時２１分 
 

 


