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平成２２年第６回清里町議会定例会会議録（６月２４日） 
 
平成２２年第６回清里町議会定例会は、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   島 澤 栄 一 
           建 設 課 長   澤 本 正 弘 
           産 業 課 長   宇 野  充 
           保 健 福 祉 課 長   柏 木 繁 延 
           出 納 室 長   二 瓶 正 規 
           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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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        任   鈴 木 由 美 子 

 
９．本会議の案件は次のとおりである。 
  報告第 １号   平成２１年度清里町一般会計繰越明許費繰越計算書について 
  議案第４０号   清里町過疎特別対策のための固定資産税の課税の特例に関する条例の制 
           定 
  議案第４１号   清里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 
  議案第４２号   清里町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 
  議案第４３号   北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 
  議案第４４号   北海道市町村総合事務組合規約の変更について 
  議案第４５号   北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について 
  議案第４６号   北海道市町村備荒資金組合規約の変更について 
  議案第４７号   平成２２年度清里町一般会計補正予算（第２号） 
  議案第４８号   診療所医療機器購入契約の締結について 
  認定第 １号   平成２１年度網走支庁管内町村交通災害共済組合一般会計歳入歳出決算 
           認定について 
  意見案第３号   地方財政の充実・強化を求める意見書について 
  意見案第４号   義務教育費国庫負担金制度の堅持・負担率２分の１への復元、教職員定

員数改善、就学保障充実など２０１１年度国家予算編成における教育予

算確保・拡充に向けた意見書について 
  意見案第５号   北海道地域最低賃金の大幅な改善を求める意見書について 
  意見案第６号   戸別所得補償制度の本格実施に向けた意見書について 
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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２２年第６回清里町議会定例会を開会します。 

 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、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） 

 本定例会は、補正予算、条例など提案件数、議案の内容から判断して、本定例会の会期は本日、

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。本定例会の会期は議会運営委員会の報告のとおり、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日間に決定しました。 

 

●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５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）道東４支庁管内町村議会議長会連絡協議会について、５

月２７日、鶴居村で開催され村尾議長が出席をいたしております。議題としては、６月に開催さ

れる北海道議長会定期総会の提出議題について、また本協議会の名称変更について協議がなされ

ました。そのほか、地元「タンチョウ・コミュニティ」代表、音成氏の講演がございました。（２）
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北海道町村議会議長会定期総会について、６月３日、札幌市で開催され村尾議長が出席をいたし

ております。議事の内容は、報告、議決事項、各議長会からの提出議案１３件、総会決議、特別

決議が提出され、それぞれ原案のとおり可決・承認されました。決議の内容については、４ペー

ジから５ページに資料を添付しておりますのでご参照ください。また、最後に北海学園大学 神

原教授より、「自律自治体の構築と議会の役割について」と題し講演がございました。（３）その

他会議・行事等について記載の会議・行事に議長初め各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、記載の期日・案件で会議が開催

されております。 

３点目、平成２１年度清里町土地開発公社経営状況説明書類の提出について、平成２１年度決

算書及び平成２２年度予算書が法律の規定に基づき議長宛に提出されております。６ページから

９ページに資料を添付しておりますので、ご参照頂きたいと存じます。 
４点目、「例月現金出納検査の結果」について、平成２２年５月分について１０から１１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。 

５点目、平成２２年第６回清里町議会定例会説明員等の報告について、１２ページのとおりと

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。１点目の主要事業報告であります。口蹄疫の発生に伴う

清里町の対応策についてであります。この関係につきましては、担当者、事務レベルの段階では

５月の６日に早速会議を開催いたしまして、防疫技術資料、こう言ったものをファックスにて酪

農関係者に配布をいたしている訳であります。また、江南牧場における石灰の散布、進入車両の

消毒等につきましても、５月の１７日から実施をいたしている訳であります。こう言った中で、

清里町家畜自衛防疫組合の緊急代表者会議を５月の２６日に開催いたしまして、情報の共有化を

図っているところであります。早速５月２８日から公共施設に消毒マットなどの設置、さらに酪

農家などへの防疫対策の徹底をさらに指示をいたしている訳でありまして、全て記載の項目、５

月中に完了いたしておりまして、万全の体制が整ったところであります。 
 ２点目の、きよさと花・みどりフェスタ２０１０であります。今年、１０周年を迎える訳であ

りまして、６月１日から９月３０日までの４ヵ月間に渡りまして、記載の事業を実施いたして参

る訳であります。記念講演、講習会の開催、モデル花壇、まちなか「花のアート展」等、記載の

項目を実施して参る訳であります。また、④のみどりの植樹につきましては、過半、既にご協力

いたしまして完了いたしているところでございます。 
 次３点目の、北網地域医療再生事業運営委員会についてであります。この関係につきましては、

当初２００億の事業だった訳でありますけれども、その後変わりまして２５億の事業になりまし
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て、北海道では南檜山と北網圏の２箇所が指定された訳であります。北網圏につきましては、主

に北見日赤病院が中心であります。この日は、組織作りと言う事でこの事業の概要説明と、それ

ぞれの組織作りで終わった訳であります。委員の構成は、市町村長、また医療機関の関係者、関

係団体、そして北海道の機関、その下部組織として幹事会を設け、万全の体制で臨んで行くと言

う事であります。 
 ４点目の、農業農村整備事業の予算確保等に関する要請活動についてであります。この件につ

きましては、北海道土地改良事業団体連合会の事業といたしまして、私は農村整備委員長と言う

立場で要請活動に参加をした訳であります。６月９日に衆議院、参議院それぞれ関係者にこの記

載の内容の要請活動を行ったところであります。 
 次に大きな２点目の、主要事業の執行状況であります。１点目の、議決工事の進捗状況につい

てであります。２１年度繰越工事の進捗状況。６月１５日現在であります。役場総合庁舎耐震補

強工事でありますけれども、この工事でありますけれども、外付けフレーム工法と内部耐震壁８

箇所の工事でありまして、現在４０パーセントの進捗状況であります。次、地域資源活用交流促

進施設整備工事でありますけれども、これは旧福祉センター、町民会館でありまして、現在、２

５パーセントの進捗状況でありまして、基礎部分完了、１階躯体工事の施工中であります。次に

農山漁村体験施設整備工事であります。これは、緑清荘の工事でありまして、鉄筋コンクリート

造りの３階建ての工事でありまして、現在１５パーセントの進捗状況であります。最後に、清里

町地域情報通信基盤整備工事でありまして、これは、全町全戸光ファイバーの整備工事でありま

して、１５パーセントの進捗状況であります。共架電柱占用申請中であり、IP‐BOX 基礎部分

施工中であります。次、２点目の農産物生育状況についてであります。この関係につきましても、

去る６月１７日に網走農業改良普及センター清里支所長より報告を受けたものであります。今年

の状況でありますけども、全般的にスタートが遅れて心配をいたしたところでありますけれども、

その後の好天、降雨によりまして回復をいたし、この１７日の段階ではかなり平年に近い状況に

近づいていると言う報告を受けた訳でありまして、それぞれ、遅速日数は記載のとおりでありま

す。 
 次に大きな３番目の主な会議・行事等の報告についてであります。まず、みどりのフェスティ

バル、５月の３０日に緑駅前広場で開催されまして、キャラクターショーはじめ、飲食コーナー、

その他のコーナーが設けられた訳でありまして、非常に当日は好天に恵まれまして、延人員で約

１千３００名の来場者と言う事であります。次、町営牧場入牧でありますけども、５月３１日に

行われました。入牧当初は記載の頭数１２７頭、５戸と言う事でありましたけども、その後さら

に増えまして、昨日現在によりますと、ホルスタイン１０７頭、黒毛和牛が４５頭、合わせて１

５２頭の入牧でありまして、戸数は６戸であります。次、みどりの植樹事業であります。１６号

に植樹をいたした訳でありまして、この事業は平成２０年、２１年、２２年の３ヵ年の事業で今

年は最終年でありました。エゾヤマザクラ、イタヤカエデなど１５０本を植えまして、当日９５

名の参加者があった訳であります。この事業は、北海道ニトリ応援基金より応援を受けまして、

３ヵ年のトータルでいきますと、エゾヤマザクラ３００本、イタヤカエデ７５本、ヤマモミジ７

５本、計４５０本を移植したと言う事になります。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） 
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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。 

 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を申し上げます。１点目の主要事業報告でありますが、平成２２年度網走

管内教育委員会協議会についてでありますが、５月２８日網走市において開催されております。

付議事件につきましては、記載のとおりでありますが、①の規約の改正につきましては、網走支

庁の名称がオホーツク総合振興局に改正になった事に伴い、網走教育局もオホーツク教育局に改

正されましたので、条文の整理を行ったものでございます。 
 ２の主な会議・行事等の報告でありますが、１点目の第７次清里町社会教育中期計画策定委員

会につきましては、第６次の社会教育中期計画が平成２２年度を持って終了することから、本年

度第７次の中期計画を作成いたすもので、６月４日に開催いたしまして、社会教育委員、体育指

導委員２８名と公募による委員２名の合計３０名の方を策定委員としてご委嘱申し上げ、第１回

の会議を開催いたしたところでございます。１１月中旬頃の答申を目途に審議を進めて参ります。

２点目の社会教育委員兼生涯学習総合センター運営審議会委員会議でありますが、６月４日開催

されまして、記載の内容につきまして審議を行っております。 
 ３の教育委員会の開催状況でありますが、６月２２日第５回の教育委員会を開催いたしており

ます。案件につきましては、清里町教育推進計画策定委員会設置要綱の制定についてでありまし

て、本設置要綱は本町の教育活動の指針となる計画を作成するため、この要綱を制定するもので

ございまして、本年度中に計画を策定し、平成２３年度から取り組みを進めて参ります。教育委

員会による学校訪問につきましては、本年度は緑町小学校を訪問し、本年度の学校経営方針、特

色となる教育活動等についての意見交換、全学年の授業参観、給食時における児童との交流等を

行ったところでございます。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 報告第 １号 

○議長（村尾富造君） 
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 日程第６ 報告第１号 平成２１年度清里町一般会計繰越明許費繰越計算書についてを議題と

します。本件について報告の説明を求めます。総務課長。 
 

○総務課長 
只今上程されました、報告第１号 平成２１年度清里町一般会計繰越明許費繰越計算書につい

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、地方自治法施行令の規定により平成

２１年度清里町一般会計予算の繰越明許費について、別紙のとおり繰越したので繰越計算書を調

製し議会に報告す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。繰越計算書に

ついてご説明申し上げます。今回、繰越いたしましたのは２款・総務費、２項・役場総合庁舎耐

震補強事業、以下、５款・農林水産業費、１項・農業費、農山漁村活性化プロジェクト支援交付

金事業補助までの７事業であり、金額及び翌年度繰越額はともに、１６億３千８２１万９千円で

あります。 
なお、財源の内、既収入特定財源はすべて国庫支出金で７億７千７５万円、未収入特定財源は

８億５千６０７万４千円であり、内、国庫支出金が７億３千２７７万４千円、過疎債となります

町債が１億２千３３０万円、一般財源は１千３９５万円であり、一般財源の負担割合は０．７パ

ーセントとなってございます。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。 

 これで報告第１号 平成２１年度清里町一般会計繰越明許費繰越計算書についてを終わります。 

 

    ●日程第７ 議案第４０号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第７ 議案第４０号 清里町過疎特別対策のための固定資産税の課税の特例に関する条例

の制定を議題とします。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４０号 清里町過疎特別対策のための固定資産税の課税の特例に

関する条例の制定について提案理由をご説明申し上げます。固定資産税の課税の特例につきまし

ては、過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）に基づき、平成１２年４月から

平成２２年３月末までの１０年間の期間を設定して、町条例で課税の特例を設けてきましたが、

この度、国において、過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴い、平成２

８年３月３１日まで期間が延長されましたので、これに伴い清里町過疎特別対策のための固定資

産税の課税の特例に関する条例を制定するものでございます。それでは次のページをお開き願い

ます。この条例の、第１条の（趣旨）については、過疎法に基づき、固定資産税の課税の特例を

設けるものでございます。第２条の、課税免除の対象は、製造の事業、情報通信技術利用事業、

旅館業に係る固定資産が対象になり、免除期間は３年度になります。第３条は、課税免除の申請
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を定めるものでございます。次のページの第４条は、課税免除の取り消しの規定を設けるもので

あります。第５条は、その他必要事項を規則に委任を定めるものでございます。附則につきまし

ては、施行期日及びこの条例の失効日、経過措置を定めるものであります。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４０号を採決します。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４０号 清里町過疎特別対策のための固定資産税の課税の

特例に関する条例の制定は、原案のとおり可決されました。 

 

    ●日程第８ 議案第４１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第８ 議案第４１号 清里町職員の勤務時間、休暇等に関する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。総務課長。 

 

○総務課長 

只今上程されました、議案第４１号 清里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例について、提案理由のご説明を申し上げます。本件につきましては昨年６月に改正さ

れた育児・介護休業法により、３歳に満たない子を養育する勤労者が請求した場合は、所定労働

時間を超えて労働をさせてはいけない所定外労働の免除規定が設けられ、併せて人事院規則の改

正が行われたことから、地方公務員法の規定により関連条例の一部改正を行うものでございます。

それでは、審議資料の新旧対照表によりご説明申し上げますので、別冊の新旧対照表の１ページ

をご覧頂きたいと存じます。育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限を規定す

る第８条の２第１項の次に、「２ 任命権者は、３歳に満たない子のある職員が、規則で定めると

ころにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理する

ための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第８条第２項に規定する勤務（災害そ

の他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。）をさせてはなら

ない。」の１項を加えます。また、同条第２項中、「（災害その他避けることのできない事由に基づ

く臨時の勤務を除く。）」を削り、同項を第３項といたします。同条の２第３項中、「前２項」を「第
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１項及び前項」に改め、同項を第４項といたします。次のページ、２ページをご覧頂きたいと存

じます。同条の２第４項中、「前３項」を「前４項」に改め、同項を第５項といたします。附則第

１条は施行日を、第２条は経過措置をそれぞれ規定するものであります。以上で提案理由の説明

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。 

 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４１号を採決します。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４１号 清里町職員の勤務時間、休暇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。 
 

    ●日程第９ 議案第４２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第９ 議案第４２号 清里町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を議題

とします。本件について提出理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長 

只今提案されました、議案第４２号 清里町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例について、提案理由のご説明を申し上げます。本件につきましても昨年６月に改正された、

育児・介護休業法により、育児休業制度及び短時間勤務等の制度拡充が行われ、併せて人事院規

則の改正に伴い、地方公務員法の育児休業等に関する法律の一部改正が行われ、配偶者が育児休

業している職員についても、育児休業等をすることが可能とする子の出生の日から一定の期間内

に、男性職員が最初の育児休業をした場合は、再度の育児休業をすることを可能とするなどの改

正が行われたことから、当町の条例につきましても一部改正を行うものでございます。それでは、

お手元の審議資料の新旧対照表によりご説明申し上げますので、３ページをご覧頂きたいと存じ

ます。育児休業をすることができない職員を規定する第２条中、第１号及び第２号を削り、第３

号を第１号とし、第４号を第２号とし、第５号及び第６号を削り適用範囲の拡充を行うものでご

ざいます。第２条の次に、「（育児休業法第３条第１項ただし書の規則で定める期間を基準として

条例で定める期間）」を規定する１条、第２条の２、「育児休業法第３条第１項ただし書の規則で

定める期間を基準として条例で定める期間は、５７日間とする。」を加え、配偶者の出産後、８週



 10

間以内に父親が育児休業を取得した場合、特例として再度の育児休業の取得が可能とします。ま

た、第３条の見出しを「（育児休業法第３条第１項ただし書の条例で定める特別の事情）」に、同

条第１項中、「第２条」を「第３条」に改め、同条第１号中、「第５条第２項に掲げる」を「第５

条に規定する」に改めます。４ページをご覧頂きたいと存じます。同じく同号中、「同号」を「同

条」に改めます。また、同条第４号において、両親による育児を推進する観点から、取得及び承

認請求から配偶者要件を除外した条項に改め、更に同条第５項中の、「再度の」を削ります。育児

休業の承認の取り消し事由を規定する第５条第１号及び第２号を削り、「次に掲げる事由」を「育

児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとす

るとき」に改めます。５ページをご覧頂きたいと存じます。育児短時間勤務をすることができな

い職員を規定する第９条中、第１号及び第２号を削り、第３号を第１号とし、第４号を第２号と

し、第５号及び第６号を削り、対象範囲の拡充を行います。第１０条中、第１号及び次のページ

の第４号は条項の繰上げとなってございます。なお、第５号につきましては、先に説明いたしま

した第４条と同様の配偶者要件の除外整理を行うものでございます。また、６ページの第１２条

につきましても、第５条に準用した育児短時間勤務の承認の取消事由を整理するものでございま

す。第１９条の部分休業をすることのできない職員の規定におきましても、同条第１号から、次

の７ページの第４号までを削り、「次に掲げる」を「育児短時間勤務又は育児休業法第１７条の規

定による短時間勤務をしている」に改めます。第２０条につきましては、法改正に伴う（ ）書

きの削除となります。なお、附則第１条は施行日を、第２条は経過措置をそれぞれ規定するもの

でございます。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） 

○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４２号を採決します。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４２号 清里町職員の育児休業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。 
 

    ●日程第１０ 議案第４３号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１０ 議案第４３号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更についてを、議題とし

ます。 
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 本件について提出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、議案第４３号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、提

案理由をご説明申し上げます。本件につきましては北海道の支庁制度改革に伴い、規約の一部変

更を要することとなりましたので、地方自治法の定めにより議会の議決を求めるものでございま

す。規約の変更内容につきましては、新旧対照表でご説明いたしますので、審議資料の８ページ

をご覧頂きたいと存じます。改正箇所の説明を申し上げます。第５条の表中、「各支庁」を「北海

道総合振興局及び北海道振興局の」に改めます。附則の別表中、区分の「石狩支庁管内」を「石

狩管内」に改めるにならい、以下「支庁管内」を全て「管内」に改めます。９ページをご覧頂き

たいと存じます。「檜山管内」は標記文字を改め、「網走支庁管内」は「オホーツク管内」に改め

ます。なお、「檜山」の標記は以下同様に改めます。また、空知管内の項中、「幌加内町」を削り、

上川管内の項中、「占冠村」の下に「幌加内町」を加え、留萌管内の項中、「幌延町」を削り、宗

谷管内の項中、「枝幸町」の下に「幌延町」を加えます。１０ページをご覧頂きたいと存じます。

一部事務組合（石狩）の項中、「石狩西部広域水道企業団」を削り、（留萌）の項中、「西天北五町

衛生施設組合」を削り、（宗谷）の項中、「利尻島国民健康保険病院組合」の下に、「西天北五町衛

生施設組合」を加えます。１１ページをご覧頂きたいと存じます。（札幌）の項中、「北海道町村

議会議員公務災害補償等組合」の下に、「石狩西部広域水道企業団」を加えます。また、附則にお

いては、地方自治法の規定による総務大臣の許可の日を施行日と定めるものでございます。以上

で提案理由の説明を終ります。 
  

○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４３号を採決します。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４３号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について

は、原案のとおり可決されました。 
 

    ●日程第１１ 議案第４４号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１１ 議案第４４号 北海道市町村総合事務組合規約の変更についてを議題とします。
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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、議案第４４号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について、提案理

由のご説明を申し上げます。本件につきましても、北海道の支庁制度改革に伴い、規約の一部変

更を要することとなりましたので、地方自治法の定めるところにより組合組織団体の協議が必要

となりますので、議会の議決を求めるものでございます。それでは、審議資料の新旧対照表によ

り、規約変更の内容をご説明申し上げます。審議資料１２ページをご覧頂きたいと存じます。第

６条第１項中「各支庁管内町村会長」を「各地区町村会長」に、第２項中「支庁管内町村会副会

長」を「地区町村会副会長」に、第７条第２項中「支庁管内町村会長」を、「地区町村会長」に

改めます。別表第１中「石狩支庁」を「石狩振興局」に、１３ページ、「渡島支庁」を「渡島総

合振興局」に改めます。以下、ならってそれぞれ「支庁」を「振興局」又は「総合振興局」に改

めます。なお、「上川支庁（３０）」を「上川総合振興局（３１）」に、「鷹栖町」を「幌加内

町、鷹栖町」に、「留萌支庁（１３）」を「留萌振興局（１１）」に改め、「、幌延町」及び「、

西天北５町衛生施設組合」を削り、「宗谷支庁（１５）」を「宗谷総合振興局（１７）」に、「猿

払村」を「幌延町、猿払村」に改め、「利尻島国民健康保険病院組合」の次に、「、西天北５町

衛生施設組合」を加えます。また、「網走支庁」を「オホーツク総合振興局」に改めます。１４

ページをご覧頂きたいと存じます。「日高支庁」以下、同じく「振興局」又は「総合振興局」に

改めるものです。なお、附則につきましては、施行日を総務大臣の許可の日からと規定するもの

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。 

 これから議案第４４号を採決します。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４４号 北海道市町村総合事務組合規約の変更については、

原案のとおり可決されました。 

 

    ●日程第１２ 議案第４５号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１２ 議案第４５号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についてを議



 13

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、議案第４５号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につ

いて、提案理由のご説明を申し上げます。本件につきましても、北海道の支庁制度改革に伴い規

約の一部変更を要することとなりましたので、地方自治法の定めるところにより組合組織団体の

協議が必要となりますので、議会の議決を求めるものでございます。それでは、審議資料の１５

ページの新旧対照表によりご説明申し上げます。別表第２中、「支庁」を「振興局」及び「総合

振興局」に改めるものであり、「石狩支庁管内」を「石狩振興局管内」に、「渡島支庁管内」を

「渡島総合振興局管内」に改めます。以下、同様にならい選挙区の区域について改正するもので

す。なお、第９区の「網走支庁管内」は、「オホーツク総合振興局管内」に改めます。なお、附

則につきましては、施行日を総務大臣の許可の日からと規定するものでございます。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。 

これから議案第４５号を採決します。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４５号 北海道市町村議会議員公務災害補償等組合規約の

変更については原案のとおり可決されました。 

 

    ●日程第１３ 議案第４６号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１３ 議案第４６号 北海道市町村備荒資金組合規約の変更についてを議題とします。

本件について提出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、議案第４６号 北海道市町村備荒資金組合規約の変更について、提案理

由のご説明を申し上げます。本件につきましても、北海道の支庁制度改革に伴い規約の一部変更

を要することとなりましたので、地方自治法の定めるところにより議会の議決を求めるものでご

ざいます。それでは、審議資料の１６ページの新旧対照表によりご説明申し上げます。議会の組
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織及び議員選挙の方法を規定する第６条中、「各支庁」を「北海道総合振興局及び北海道振興局の」

に改めます。なお、附則にあっては、施行日を北海道知事の許可のあった日からと規定するもの

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。 

 これから議案第４６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４６号 北海道市町村備荒資金組合規約の変更については、

原案のとおり可決されました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 ここで、１０時３０分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時１７分～ 

午前１０時３０分 

 

○議長（村尾富造君） 

 会議を再開いたします。 

 

    ●日程第１４ 議案第４７号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１４ 議案第４７号 平成２２年度清里町一般会計補正予算（第２号）を議題とします。

本件について提出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、議案第４７号 平成２２年度清里町一般会計補正予算（第２号）につい

てご説明申し上げます。今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出にそれぞれ１億

５千１５７万３千円を追加し、予算の総額を４３億９千８０７万３千円とするものです。第１条

第２項につきましては、後程、事項別明細書によりご説明申し上げますが、歳入におきましては

平成２１年度決算処理に伴う繰越金の確定による補正、歳出におきましては、当初予算で保留い
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たしておりました国交付金事業の確定に伴う事業費の補正や、農山漁村活性化支援プロジェクト

支援交付金事業に伴う２施設の備品等の整備費、緑清荘改修に伴う町単独事業となります外構工

事や休業補償経費、更には決算剰余金等の基金への積立を行って参ります。第２条の債務負担行

為補正につきましては、議案書を２枚お開き頂きたいと存じます。第２表の債務負担行為の補正

についてご説明申し上げます。１の追加につきましては農業経営基盤強化資金利子助成事業その

１６について、期間並びに限度額を記載のとおり定めるものでございます。それでは、歳入歳出

補正予算の内容についてご説明申し上げます。まず始めに、今回の補正の概要と補正を提案させ

て頂く主な施策・事業の内容についてご説明申し上げますので、別冊の審議資料をお手元にご用

意頂きたいと存じます。審議資料の１７ページをお開きください。補正予算概要よりご説明申し

上げます。なお、事業費内の上段の（ ）内の数字は補正後の当該事業の予算総額であり、財源

内訳については資料に記載のとおりであり、特異的なもの以外は説明を省略させて頂きます。２

款・総務費、２項・総務管理費、２目・財産管理費、基金積立事業につきましては、平成２１年

度繰越金の確定に伴う一般財源剰余分１千８３万８千円と一般寄付金２０万円、更にふるさと寄

附金２件分５万５千円、合わせて１千１０９万３千円を財政調整基金及びふるさと事業基金に積

み立てるものでございます。３項・開発促進費、４目・景観形成総合支援事業費、景観形成総合

支援事業２千３７５万円の補正につきましては、景観法に基づく支援事業として国土交通省の交

付金事業の採択を受け、樹木の保存や建築物等の修景事業を行うものでございます。平成２２年

度は、景観樹木の診断及び樹勢回復計画の策定、更には公営住宅野川団地の７棟１４戸の外部塗

装、清里小学校前の憩いの広場の木歩道の改修整備を行うものでございます。財源は国庫支出金

の他、その他として公共施設整備基金１千万円を充当して参ります。５款・農林水産業費、１項・

農業費、６目・農山漁村活性化対策費、地域資源活用交流促進施設整備事業１千５５０万円の補

正につきましては、町民会館となります施設の開設に向け必要な備品等の整備を行うものであり、

机、椅子等の器具購入関係１千５００万円、消耗品費５０万円を補正するものであります。また、

農山漁村体験施設整備事業４千５６５万円の補正につきましても、緑清荘施設の開設に向け必要

な備品等の整備並びに施設案内パンフレット等の作成を行うものでございます。消耗品につきま

しては、客室用はじめ全体で８６０万円、パンフレット・チラシ製作に要する印刷製本費６０万

円、チラシ配布に係る手数料５万円、更に客室調度品関係をはじめとした器具購入費が合計で３

千６４０万円となってございます。なお、財源内訳のその他につきましては、いずれも公共施設

整備基金となってございます。６款・商工費、１項・商工費、３目・温泉施設費、緑清荘改修事

業５千２６５万円の補正につきましては、町単独事業として外構及び既存施設の外壁塗装工事等

に要する経費並びに休業期間中の浴場利用者の利便性を確保するための送迎バス運行経費、加え

て指定管理事業者への休業補償等を補正するものでございます。火災保険料６万円の補正につき

ましては、増改築に伴う保険料の補正であり、温泉施設送迎バス運行業務委託料はパパス温泉へ

の１日３往復分の運行委託経費１６５万円を補正して参ります。また、施工監理委託料８４万円

並びに先程ご説明申し上げた改修工事請負費として３千８６０万円を補正するものでございます。

また、休業３カ月分に係る補償金として、人件費相当分９６３万７千円、施設維持管理費相当分 

１８６万３千円、合わせて１千１５０万円を補正計上いたしてございます。財源内訳のその他３

千９４４万円につきましては、公共施設整備基金となってございます。９款・教育費、１項・教

育総務費、２目・教育諸費、江南小学校及び新栄小学校開校事業協賛会補助事業につきましては、

明年３月に閉校事業を実施する両小学校の協賛会に対し、記念誌作成に係る経費の一部を補助す
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るものであり、１６０万円の補正を計上いたしてござます。それでは続いて、事項別明細書によ

り款項区分による補正予算の内容につきましてご説明申し上げますので、別冊の補正予算に関す

る説明書をご用意頂きたいと存じます。歳出よりご説明申し上げますので、事項別明細書４ペー

ジをお開き頂きたいと存じます。 

総務費の２項・総務管理費、１目・一般管理費６０万円の補正につきましては、公会計制度の

改正に伴い、平成２３年度より財務４表の作成が求められることから、制度移行へ対応するため

システム導入経費を補正するものでございます。２目・財産管理費１千１０９万３千円の補正に

つきましては、２５節・積立金の財政調整基金及びふるさと事業基金への積立を行うものであり、

先程ご説明申し上げました。３項・開発促進費、４目・景観形成総合支援事業２千３７５万円に

つきましても先程ご説明いたしましたが、１３節・委託料に樹木診断及び樹勢回復計画書作成委

託経費９５万円を、１５節・工事請負費に公営住宅外部塗装工事及び憩いの広場整備工事費、合

わせて２千２８０万円を補正計上いたしております。なお、審議資料の１８ページに、事業位置

図を添付しておりますのでご参照頂きたいと存じます。９項・地域振興費、１目・地域振興対策

費６８万円の補正につきましては、臨時職員雇用に係る社会保険料の不足所要額につきまして補

正計上させて頂くものでございます。５ページ、５款・農林水産業費、１項・農業費、６目・農

山漁村活性化対策費６千１１５万円の補正につきましても先程ご説明いたしております、２施設

開設に係る備品等の整備経費の補正であり、１１節・需用費が９７０万円、１２節・役務費が５

万円、１８節・備品購入費が５千１４０万円となっており、内訳につきましては補正予算概要で

ご説明申し上げたとおりでございます。６款・商工費、１項・商工費、３目・温泉施設費５千２

６５万円の補正につきましては、町単独事業に係る緑清荘改修事業費であり、１２節・委託料か

ら２２節・補償補填及び賠償金まで記載の額を補正いたして参ります。なお、内訳につきまして

は、同じく補正予算概要でご説明したところであり、審議資料１９ページに外構工事図を添付い

たしておりますのでご参照頂きたいと存じます。６ページをご覧頂きたいと存じます。９款・教

育費、１項・教育総務費、２節・教育諸費、１節・報酬５８万円の減額及び１３節・委託料５８

万円の補正は、学校医変更に伴う予算科目の組替であり、１９節・負担金補助及び交付金１６０

万円の補正につきましては、江南・新栄両小学校閉校に伴う協賛会補助となってございます。２

項・小学校費及び３項・中学校費の補正は、いずれも平成２１年度ふるさと寄附金５万円の充当

に伴う財源振替措置となってございます。７ページ、４項・社会教育費５万円の補正は、学校支

援地域本部設置に係る事務経費として旅費及び需用費を補正するものでございます。特定財源５

万円は道委託金となってございます。 

それでは、歳入につきご説明申し上げますので、１ページにお戻り頂きたいと存じます。歳入

につきましては、総括でご説明申し上げます。１３款・国庫支出金７９０万円につきましては、

全額、景観形成総合支援事業補助金となります。１４款・道出金５万円は、先程ご説明した学校

支援地域本部事業委託金。１６款・繰入金１億１３９万円はふるさと寄附金を積み立てたふるさ

と基金からの繰入金の前年度分５万円の他は、公共施設整備基金からの繰入れとなってございま

す。１７款・繰越金につきましては、平成２１年度の歳入超過額１千９８８万３千１４０円及び

歳出不用額７千２０９万４千９３９円の合計９千１９７万８千７９円の繰越額から、当初予算で

計上しております５千万円を差し引いた、４千１９７万８千円を増額補正するものでございます。

２０款・寄付金２５万５千円につきましては、一般寄付１件及びふるさと寄附２件によるもので

ございます。以上で説明を終わります。 
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○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

                               

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次 君。 

 

○２番（加藤健次君） 

 今回の補正の中での、商工費の温泉施設費の委託料の関係で、説明があった訳でありますが、

この温泉施設の送迎バス、当然の様に緑清荘の温泉を使用出来ないと言う事で、パパスの送迎は

当然しなければならない事であろうと思いますが、委員会の中でも論議が出てた訳ですが、今の

説明の中では何ら変わりの無い説明であったと言う様に思う訳でありますが、その辺の内容、実

態、そういうものを十分に把握されてこの状態でされるのか、或いはそういう中における運行時

間の設定、或いは今通学バスが運行されている訳ですが、朝のバスはどうにもなりませんが、午

後帰るバスとの関係を踏まえた中での調整が可能なのかどうなのか。或いはここまでの経費を掛

ける事よりも、むしろもっときめ細かな、例えば５、６人でタクシーでオーケーですよだとか、

色んな形で、或いは全てをクリアする事じゃなくて、やっぱりもうちょっと単純に運行すれば良

いっていうだけの問題、しなければならない訳ですが、その辺の内容についてもうちょっとご説

明を頂きたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長 

 只今、加藤議員の質問にお答えいたします。予算の関係の内訳でございますが、おっしゃると

おり、１日３便。当方で考えておりますのは、午前中１便、午後から２便と言う事で考えてござ

います。パパスランドにつきましては、毎週月曜日が定休日でございますので、この関係は抜か

させて頂きますけれども、基本的には３便と言う事でございます。先日行われました、常任委員

会の意見にございます様に、勤務している方の手当てはどうだと言うご意見もございましたので、

時間につきましては今後検討させて頂きまして、例えば６時とか、いわゆる時間的には考慮させ

て頂きたいと存じます。あと、定期バスの関係でございますが、これを利用する方もいらっしゃ

るかと思いますが、まずは緑清荘が休館になるべく手当てといたしまして、今考えてございます

のが、コミット前からパパスランド札弦までの片道８キロぐらいですか、その関係の３往復を考

えてございます。それから、常任委員会のところでご意見のありました、いわゆる利用客がどの

くらいいるのか、それから時間帯の希望はあるのかと言うご質問がありまして、アンケートを取

ってはどうかと言うご意見もありましたので、早速、今質問事項等々を検討いたしまして、アン

ケートを取るべく用意をしてございます。その結果も踏まえまして、今議員さんがおっしゃった

様に、時間帯の変更、或いは今のところ午前中１便、午後２便なんですけども、３便の中でフレ

キシブルに動ければなと考えてございますので、ご理解頂きたいと存じます。 
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○議長（村尾富造君） 

 加藤健次 君。 

 

○２番（加藤健次君） 

 これ、３ヶ月間ですよね。運行してみれば分かると思うんですが、結果として１ヶ月間の中で

どう言う事であれば臨機応変に２ヶ月、３ヶ月後の変更なり、便の増なり減なりと言う事も踏ま

えて、ひとつ処理をして頂きたいなと、この様に思う訳であります。もう１点は、同じ緑清荘の

補償費及び賠償金の中で３ヶ月間の休業補償、人件費等を含めてやるってことは当然の事であり

ますし、その事については理解をされる訳ですが、今年度の緑清荘の委託費の内容の中で、ちょ

っと私も委員会の中で聞き忘れたのかどうなのか、３ヶ月間休業する事によって、この補償費等

のそう言う形を出す訳ですが、当初予算で見ておりました部分からいきまして３ヶ月間休業と言

う形になった時の委託費はどの様になっているのか、お伺いをいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長 

 常任委員会にもお答えいたしましたけれども、私の舌足らずで説明が不備だった点もあろうか

と思いますけれども、今現在、指定管理で行われております年度別協定書における月々の委託料

でございますが、９月、１０月、１１月の休業期間につきましては、お支払いたしません。その

代わりと言っては何ですが、加藤議員のおっしゃったこの休業補償額を３ヶ月に満たすと言う事

で、ご理解頂きたいと存じます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次 君。 

 

○２番（加藤健次君） 

 ３ヶ月間と言う事をゼロにするってことは、契約の中では今月１月は幾ら、２月は幾ら、３月

は幾ら、９月は幾ら、１２月は幾らと言うふうな委託料設定になっているんですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長 

 協定書は年度協定書でございまして、年額と言う事でなってございますので、この年度協定も

変更する準備をしてございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 ここで質疑を終わります。 

 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。 
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                              （「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４７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４７号 平成２２年度清里町一般会計補正予算（第２号）

については、原案のとおり可決されました。 

 
    ●日程第１５ 議案第 ４８号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１５ 議案第４８号 診療所医療機器購入契約の締結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。保健福祉課長。 
 
○保健福祉課長 
 只今上程されました、議案第４８号 診療所医療機器購入契約の締結について、提案理由の説

明を申し上げます。本件につきましては、議会の議決に附すべき契約及び財産の取得、または処

分に関する条例第３条の規定により議会の議決を求めるものであります。契約の目的は、診療所

医療機器購入であります。購入する機器は、電子カルテシステムに係わるハードウエア及びソフ

トウエアであります。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７７７万円で

あります。なお、予定価格は８０３万２千５００円であります。契約の相手方は、株式会社上斜

里薬局であり、納入期限は平成２２年１１月３０日であります。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） 

○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４８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４８号 診療所医療機器購入契約の締結については、原案

のとおり可決されました。 
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    ●日程第１６ 認定第 １号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１６ 認定第１号 平成２１年度網走支庁管内町村交通災害共済組合一般会計歳入歳出

決算認定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、認定第１号 平成２１年度網走支庁管内町村交通災害共済組合一般会計

歳入歳出決算認定について、提案理由のご説明を申し上げます。本件につきましては、当該共済

組合につきましては、既に本年３月３１日をもって解散している事から、それぞれ解散前の構成

市町村において決算認定を行う事が必要とされており、別紙監査委員の意見書を付けて議会の認

定に附すものでございます。決算書につきましては、別冊で提出させて頂いておりますが、決算

内容につきましては、審議資料の２０ページの決算の概要をもって説明をさせて頂きます。審議

資料の２０ページをご覧頂きたいと存じます。１につきましては、交通災害共済事業の経過とな

ってございます。２は決算の概要であり、歳入歳出ともに収入済額及び支出済額によりご説明を

申し上げます。歳入の１款・会費につきましては、解散を見越し会費徴収を行わなかった事によ

り収入済額はございません。２款・負担金は町村会給与負担金収入他が３７９万９千円。３款・

諸収入は分担金収入が４万１千４８０円。４款・繰越金は前年度繰越金が１千７２３万８千６４

４円となってございます。５款・財産収入は預金利子３５万４千９５５円。６款・繰入金は財政

調整基金繰入金が２千１９９万５千６４８円となってございます。歳入合計の収入済額は４千３

４２万９千７２７円となってございます。歳出の１款・議会費は組合議会議員費用弁償他が１２

万４千２５０円、２款・総務費は職員給与費及び退職手当組合脱退に係る精算金等による３千５

２２万２千９３円となってございます。３款・事業費７２８万３千３８４円は主に見舞金給付費

となってございます。４款・管内町村会公平委員会費は５９万１千３４８円、５款・公債費は支

出がございませんでした。６款・予備費２０万円は解散に伴う指定金融機関担保返還金になって

ございます。歳出合計の支出済額は４千３４２万１千７５円となっており、歳入歳出差引額は８

千６５２円となっており、財産処分として当該額は平成２２年度公平委員会の繰越処理を行って

ございます。３の交通災害共済組合解散に伴う財産金の処分については、全体で９千９６１万３

千９０９円となっており、清里町への配分額は３９３万９千８９７円となっており、既に平成２

１年度において歳入処理が行われてございます。なお、監査委員の審査検査の審査の結果は、議

案に附しているとおり、適正に処理されていると認められたとするものでございます。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） 



 21

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから認定第１号を採決します。この採決は起立によって行います。本件について原案のと

おり認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、認定第１号 平成２１年度網走管内町村交通災害共済組合一般会

計歳入歳出決算認定については、認定することにされました。 

 
    ●日程第１７～日程第１８ 意見案第 ３号～意見案第 ４号 
○議長（村尾富造君） 
 ここで議事の都合上、日程第１７ 意見案第３号 地方財政の充実・強化を求める意見書につ

いて及び、日程第１８ 意見案第４号 義務教育費国庫負負担制度堅持・負担率１／２への復元、

教職員定数改善、就学保障充実など２０１１年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向

けた意見書についてを一括議題とします。２件についてそれぞれ提出者の説明を求めます。総務

文教常任委員会委員長 畠山英樹 君。 
 
○３番（畠山英樹君） 
 意見案第３号 地方財政の拡充・強化を求める意見書について。地方自治法第９９条の規定に

より別紙のとおり意見書を提出するものとする。平成２２年６月２４日、提出者 清里町議会総

務文教常任委員会委員長 畠山英樹。 
（以下、意見書の朗読） 
 
 次に、意見案第４号 義務教育費国庫負負担制度堅持・負担率１／２への復元、教職員定数改

善、就学保障充実など２０１１年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書に

ついて。本件について、地方自治法第９９条の規定により別紙のとおり意見書を提出するものと

する。 
（以下、意見書の朗読） 
 
○議長（村尾富造君） 
 これから、２件について一括質疑を行います。 
                              （「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。この意見案２件については、討論を省略し採決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。 
 これから、意見案第３号 地方財政の拡充・強化を求める意見書についてを採決します。この
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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。したがって意見案第３号 地方財政の拡充・強化を求める意見書については、

原案のとおり可決されました。 
 
○議長（村尾富造君） 
 次に、意見案第４号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、教職員定数改善、

就学保障充実など２０１１年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書につい

てを採決します。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。したがって意見案第４号 義務教育費国庫負負担制度堅持・負担率１／２への

復元、教職員定数改善、就学保障充実など２０１１年度国家予算編成における教育予算確保・拡

充に向けた意見書については、原案のとおり可決されました。 
 
○議長（村尾富造君） 
 お諮りします。只今、可決されました２件の意見書の提出先並びに内容の字句等については、

その整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、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、意見書の提出先並びに字句等の整理については、議長に委任することに決定しま

した。 
 
    ●日程第１９から日程第２０ 意見案第 ５号から意見案第 ６号 

○議長（村尾富造君） 

 次に、議事の都合上、日程第１９ 意見案第５号 北海道地域最低賃金の大幅な改善を求める

意見書について及び、日程第２０ 意見案第６号 戸別所得補償制度の本格実施に向けた意見書

についての２件を一括議題とします。２件についてそれぞれ提出者の説明を求めます。産業福祉

常任委員会委員長 澤田伸幸 君。 
 
○４番（澤田伸幸君） 
 意見案第５号 北海道地域最低賃金の大幅な改善を求める意見書について。本件について、地

方自治法第９９条の規定により別紙のとおり意見書を提出するものとする。 
（以下、意見書朗読） 
 
 意見案第６号 戸別所得補償制度の本格実施に向けた意見書について。本件について、地方自
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治法第９９条の規定により別紙のとおり意見書を提出する。 
（以下、意見書朗読） 
 
○議長（村尾富造君） 
 これから、２件について一括質疑を行います。 
                              （「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。この２件については、討論を省略し採決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。 
 これから意見案第５号 北海道地域最低賃金の大幅な改善を求める意見書についてを採決しま

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。したがって意見案第５号 北海道地域最低賃金の大幅な改善を求める意見書に

ついては、原案のとおり可決されました。 
 
○議長（村尾富造君） 
 次に、意見案第６号 戸別所得補償制度の本格実施に向けた意見書についてを採決します。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。したがって意見案第６号 戸別所得補償制度の本格実施に向けた意見書につい

ては、原案のとおり可決されました。 
 
○議長（村尾富造君） 
 お諮りします。只今、可決されました２件の意見書の提出先並びに内容の字句等については、

その整理を要するものについては、その整理を議長に委任され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、意見書の提出先並びに内容の字句等の整理については、議長に委任することに決

定しました。 
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●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６回清里町議会定例会を閉会いたします。大変ご苦労様でした。 
 
                              閉会 午前１１時１０分 

 


