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平成２３年第２回清里町議会定例会会議録（３月７日） 
 
平成２２年第３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 
           代 表 監 査 委 員   篠 田 恵 介 
           教 育 委 員 長   二 俣  勝 
           農 業 委 員 会 長   成 戸 昌 道 
           選 挙 管 理 委 員 長   若 松  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   斉 藤 敏 美 
           保 健 福 祉 課 長   柏 木 繁 延 
           出 納 室 長   二 瓶 正 規 
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           焼 酎 事 業 所 副 所 長   松 浦  聡 
                     教 育 長   村 上 孝 一 
           生 涯 教 育 課 長   岸 本 幸 雄 
           監 査 委 員 事 務 局 長   宇 野  充 
           農業委員会事務局長   斉 藤 敏 美 
           選挙管理委員会事務局長   古 谷 一 夫 
 
８．本会議の書記は次のとおりである。 
           事 務 局 長     宇 野  充 
           主        任   鈴  木  由 美 子 

 
９．本会議の案件は次のとおりである。 

  同意第 １号  オホーツク町村公平委員会委員の選任について 
  議案第 ３号  斜里地区消防組合規約の変更について 
  議案第 ４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 ５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 ６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 ８号  清里町特別会計条例の一部を改正する条例 
  議案第１１号  清里町町税等の優良納付者の権利と義務に関する措置条例の一部を改

正する条例 
  議案第１３号  清里町住宅条例の一部を改正する条例 
  議案第１４号  町道路線の廃止及び認定について 
  議案第１５号  清里町過疎地域自立促進市町村計画の変更について 
  議案第１６号  緑温泉の指定管理者の指定について 
  議案第１７号  ４線道路交付金工事請負契約の締結について 
  議案第１８号  地域優良賃貸単身者住宅建設工事請負契約の締結について 
  議案第１９号  平成２２年度清里町一般会計補正予算（第７号） 
  議案第２０号  平成２２年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 
  議案第２１号  平成２２年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 
  議案第２２号  平成２２年度清里町老人保健特別会計補正予算（第２号） 
  議案第２３号  平成２２年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 
  議案第２４号  平成２２年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 
  議案第２５号  平成２２年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 
  議案第２６号  平成２２年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第２号） 
  議案第 ７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 ９号  清里町国民健康保険条例の一部を改正する条例 
  議案第１０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１２号  清里町農業振興資金条例の一部を改正する条例 
  議案第２７号  平成２３年度清里町一般会計予算 
  議案第２８号  平成２３年度清里町介護保険事業特別会計予算 
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  議案第２９号  平成２３年度清里町国民健康保険事業特別会計予算 
  議案第３０号  平成２３年度清里町後期高齢者医療特別会計予算 
  議案第３１号  平成２３年度清里町簡易水道事業特別会計予算 
  議案第３２号  平成２３年度清里町農業集落排水事業特別会計予算 
  議案第３３号  平成２３年度清里町焼酎事業特別会計予算 

   平成２３年度清里町予算編成方針 
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開会 午前９時３５分 

●開会・開議宣告 

○議長（村尾富造君） 

  只今の出席議員数は９名です。 
只今から、平成２３年第２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、お手元に配付のとおりです。 

 

●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１番 勝又武司君、２番 

加藤健次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） 

 本定例会は、当初予算が提出された議会であり、補正予算、予算編成方針、予算審議、その他

一般議案等から日程を検討した結果、本定例会の会期は本日より３月９日までの３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。本定例会の会期は議会運営委員会の報告どおり、本日から３月９日までの３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３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。 
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）オホーツク町村議会

議長会定期総会について、２月１日、橋場町長、並びにオホーツク総合振興局武田局長のご臨席

をいただき、清里町で開催されました。村尾議長が出席いたしております。記載の議題が提案さ
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れ、原案のとおり議決承認されました。（２）一部事務組合の会議等並びに、（３）その他の会議・

行事等について、記載の会議・行事に、議長をはじめ、各議員が出席いたしておりますので、ご

報告申し上げます。 
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

されておりますので、ご報告申し上げます。 

３点目、例月現金出納検査の結果について、平成２３年１月分について、３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２３年第２回清里町議会定例会説明員等の報告について、４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。 
主要事業報告の第１点目、斜里地区消防組合議会（第１回定例会）の結果についてであります。

２月２８日、斜里町で開催されました。付議案件は、記載の５点でありまして、公平委員会の委

員、あるいは消防事務組合の関係、全て原案のとおり可決承認がなされております。２点目の、

斜里郡３町終末処理事業組合議会第１回定例会の結果についてであります。この関係につきまし

ても、２月２８日、斜里町で開催されました。付議案件は、消防議会と同じでありまして、それ

ぞれオホーツク公平委員会委員、総合事務組合と原案のとおり可決承認がなされております。次、

３点目の地方自治功労等による高齢者叙勲受章についてであります。まず１点目の元清里町の町

議会議員 樫村 勇氏、２月１日旭日単光章を受章されております。また次の元町議会議員 原

田守雄氏、３月１日付けをもちまして、同じく旭日単光章が受章されておりますので、ご報告申

し上げます。４点目の、公営住宅火災発生についてであります。３月３日、水元３８番地の３ 水

元第２団地におきまして、火災が発生しまして、留守宅でありました内部全焼いたしております

ので、ご報告申し上げます。 
次、大きな２点目の主要事業報告であります。最後のページをご覧いただきたいと思います。

まず、平成２１年度繰越工事進捗状況についてであります。３月１日現在でありまして、清里町

地域情報通信基盤整備工事の関係であります。光ファイバーの工事でありまして、ＩＰボックス

新設、この関係につきましては１００パーセント整備工事が完了いたしております。次、平成２

２年度工事進捗状況についてであります。同じく３月１日現在でありまして、地域優良賃貸住宅

工事、この関係につきましては、鉄筋コンクリート造り２階建てで１棟４戸でありまして、１０

０パーセント建設工事が完了いたしております。次、診療所医療機器整備でありますが、これに

つきましても、内視鏡システム、１００パーセント整備が完了いたしております。 
 また戻りまして、主な会議・行事等の報告についてであります。まず、オホーツク町村会定期
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総会、２月８日清里町で開催されました。町村長１４名、来賓４名、それぞれ合計２１名であり

まして、無事終了いたしております。次、江南小学校、あわせまして新栄小学校の閉校式が２月

１１日、１２日と行われております。それぞれ記載の状況で終了いたしております。次、第３３

回まちづくり住民大会の関係でありまして、２月１９日、生涯総合学習センターで行われました。

まちづくり運動推進協議会主催でありまして「みんなで考えよう、高齢化社会での地域活性化」

というテーマでありまして、盛会裏のうちに終了いたしております。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 村上孝一君。 
 
○教育長（村上孝一君） 
 教育長一般行政報告を申し上げます。 

１、主な会議・行事等の報告であります。平成２２年度の中・高校生海外派遣研修事業につい

て、例年のとおり中学生、高校生各７名、教員、職員含めまして１８名が、２月８日から２月１

８日まで１１日間、内容は６泊７日のホームステイをはじめ、記載の内容で研修を行い、無事帰

町をいたしております。なお、２月２２日に大規模地震のありましたクライストチャーチに２月

９日と１０日の２日間滞在しております。 
２、教育委員会の開催状況であります。第２回教育委員会は、２月２４日に開催され、案件は

１点目の清里町特別支援教育支援員設置要綱の制定から、５点目の第７次清里町社会教育中期計

画の策定についてまで、５件についてそれぞれ原案どおりに決定をいたしております。 
３、その他、全国大会出場結果についてであります。第３１回全国中学校スケート大会が、１

月２９日から２月１日まで、長野市エムウェーブで開催され、３年生男子１名が出場いたしてお

ります。結果は、スピードスケート男子３０００メートルにおいて、決勝に進出し２２位の成績

を修めております。次のページをご覧ください。全道大会の出場結果についてであります。第３

３回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会北海道予選会が、２月２０日、札

幌市平岸プールで開催され、清里町水泳少年団、清小の６年生男子１名が出場いたしております。

結果は、男子１１歳・１２歳の部１００メートルバタフライで３位に入賞し、標準記録を突破し、

３月２７日から東京都で開催される全国大会に出場されます。なお、水泳で全国大会に出場する

のは初めてであります。以上を申し上げまして、教育長一般行政報告と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。 
これで教育長一般行政報告を終わります。 

 
●日程第６ 同意第 １号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第６ 同意第１号 オホーツク町村公平委員会委員の選任についてを議題とします。提出

者の説明を求めます。町長 橋場 博君。 
 
○町長（橋場 博君） 
 只今上程されました、同意第１号について、提案理由の説明をいたします。オホーツク町村公

平委員会委員 田中 誠氏は、３月３１日付けをもって任期満了となりますので、同氏の再任を

いたしたく、オホーツク公平委員会規約第３条第１項の規定により、議会の同意を求めるもので

あります。田中氏は、平成１９年４月より公平委員会委員をされており、北見市端野町在住の、

昭和１０年生まれの７５歳であります。なお、町村公平委員会、これには１３の町村と４つの一

部事務組合が加入しております。田中氏の履歴の詳細につきましては、別紙に記載のとおりであ

りますので、説明は省かせていただきます。また、委員の任期は平成２３年４月１日からの４年

間であります。議員各位、満場の賛同を賜りたく、よろしくお願いを申し上げまして、提案理由

の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。 

本件につきましては、議会先例により討論を省略します。 

これから、同意第１号を採決します。この採決は起立によって行います。 

本件は原案のとおり同意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、同意第１号 オホーツク公平委員会委員の選任については、原案のとおり同意す

ることに決定しました。 

  

    ●日程第７ 議案第 ３号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第７ 議案第３号 斜里地区消防組合規約の変更についてを議題とします。本件について、

提案理由の説明を求めます。総務課長。 
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○総務課長 

只今上程されました、議案第３号 斜里地区消防組合規約の変更について、提案理由をご説明

いたします。本件につきましては、地方自治法第２８６条第１項及び同法第２９０条の規定によ

り、斜里地区消防組合規約を変更することについて議会の議決を求めるものです。なお、地方自

治法第２８６条第１項におきましては、一部事務組合は、これを組織する地方公共団体の数を増

減、若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、

関係地方公共団体の協議によりこれを定め都道府県知事の許可を受けなければならないと規定し

ており、同法第２９０条においては、この協議においては、関係地方公共団体の議会の議決を経

なければならないといたしております。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１ページをご覧頂きたいと存じます。改正後の規約をご覧いただきた

いと存じます。組合議会の組織及び議員の選挙の方法を定める第５条第１項中、議会の議員の定

数１２人を９人に改め、同条第２項中、選出区分の各町４人を３人に改めます。また、附則にお

いては施行日を北海道知事の許可のあった日とし、適用を平成２３年５月１日からとするもので

す。以上、提案理由の説明といたします。 
 

○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３号 斜里地区消防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８ 議案第 ４号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第８ 議案第４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。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４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
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の説明を申し上げます。本件につきましては、広域紋別病院企業団の加入に伴い、規約の一部変

更を要することとなりましたので、地方自治法第２８６条第１項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。審議資料の２ページをご覧いただきたいと

存じます。別表第１中、オホーツク総合振興局（２３）をオホーツク総合振興局（２４）に改め、

網走地区消防組合の次に、広域紋別病院企業団を加えます。別表第２第９項中、北見地区消防組

合の次に、広域紋別病院企業団を加えます。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４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９ 議案第 ５号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第９ 議案第５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５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、提案理由の説明を申し上げます。本件につきましても、広域紋別病院企業団の加入に伴い規

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す。それでは、審議資料の３ページの新

旧対照表によりご説明申し上げます。別表第１中、富良野広域連合の次に、新たに、広域紋別病

院企業団を加えます。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。 

（「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５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は、原

案のとおり可決されました。 

 

    ●日程第１０ 議案第 ６号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１０ 議案第６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６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。本件につきましては一昨年６月に改正された、

育児・介護休業法にのっとり、育児休業制度及び短時間勤務等の制度拡充が行われておりますが、

昨年８月の人事院の勧告により、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、

一定の非常勤職員について、子が１歳に達するまでの間、育児休業を取得することが出来るよう

措置されるとともに、３歳に達するまでの子を養育するため、１日に２時間を超えない範囲で無

給の育児時間を取得でき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、４ページ

をご覧ください。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２号の次に第３号

を加え、ア・イ及びウにおいて、当該該当となる非常勤職員の範囲を規定し、育児休業取得が可

能となる非常勤職員の対象を定めます。５ページをご覧いただきたいと存じます。第２条の２を

第２条の３とし、第２条の２として、育児休業法第２条第１項の条例で定める日を規定する１条

を加えます。同条第１号においては、同条２号・３号に規定をする場合を除き、養育する子の１

歳到達日までとし、同条第２号においては、非常勤職員の配偶者が育児休業を取得している場合

は、１歳２ヶ月までの間において、最大１年間の取得ができることを規定しております。第３号

におきましては、当該非常勤職員又は配偶者が育児休業を取得した場合にあっては、１歳６ヶ月

に達するまでの間において、育児休業が取得できる特例を規定いたしております。６ページをご
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覧いただきたいと存じます。同号ア及びイは特例要件の規定となっており、アの当該子の１歳到

達日において当該非常勤職員又は配偶者が育児休業していること、イの育児休業することが継続

的な勤務のために特に必要な場合として条例に定められた場合に該当する、いずれにも該当する

ことを要件として規定しております。第３条は、育児休業法に定める特別な事情を規定いたして

おりますが、第６号の追加につきましては、先に説明いたしました前条の２第３号に該当する場

合を、７ページをご覧ください。同条第７号におきましては、育児休業している非常勤職員が任

期を更新され、引き続き特定職に採用された場合を規定いたしております。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は、同条第１号及び第２号に分離規定し、第２号

ア及びイに規定する職員においては、取得ができるよう対象の拡大を規定するものです。第２０

条第１項及び第２項につきましては、法改正に伴う括弧書きの削除となります。８ページをご覧

ください。同条第３項の追加規定にありましては、部分休業時間の範囲を規定する条項となりま

す。なお、附則にありましては条例の施行日を、平成２３年４月１日からと規定するものであり

ます。以上、提案理由の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） 

 異議なしと認めます。 

これから、議案第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６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

ては、原案のとおり可決されました。 

 

    ●日程第１１ 議案第 ８号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１１ 議案第８号 清里町特別会計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８号 清里町特別会計条例の一部を改正する条例につきまして、

提案理由のご説明を申し上げます。本件につきましては、老人保健特別会計につきまして後期高

齢者医療制度への移行が完了することにより、同会計及び事業を廃止するものです。それでは、
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改正内容につきましては新旧対照表でご説明申し上げますので、審議資料の１１ページをご覧い

ただきたいと存じます。第１条第３号の老人保健特別会計老人保健医療事業を削除し、第４号及

び第５号を、それぞれ第３号及び第４号に繰り上げます。附則第１項につきましては施行期日を

平成２３年４月１日と規定し、第２項におきましては経過措置を規定いたしております。以上、

提案理由の説明といたします。 
 

○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８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８号 清里町特別会計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。 

 

    ●日程第１２ 議案第１１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１２ 議案第１１号 清里町町税等の優良納付者の権利と義務に関する措置条例の一部

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１１号 清里町町税等の優良納付者の権利と義務に関する措置条

例の一部を改正する条例について、提案理由のご説明申し上げます。今回の改正につきましては、

この条例は平成１７年に施行され６年間が経過し、この間に滞納状況の変化及び制限する行政サ

ービス等の事業廃止や国への制度移行などにより、見直しが必要なことから、別表第１の納付を

確認する町税等並びに別表第２の制限をする行政サービスの一部を改正するものでございます。

主な改正内容につきましては、別冊の審議資料１６ページの新旧対照表によりご説明いたします。

なお、訂正箇所につきましてはアンダーラインで示しております。はじめに、左の改正前の条例、

別表第１から、第４項清里町国営土地改良事業負担金及び第５項の清里町北海道営土地改良事業

分担金は未納者がいないことから、この項目を削除いたします。そして、改正後の条例、別表第

１に、第４項として清里町後期高齢者医療に関する条例に規定する保険料、第５項に清里町介護

保険条例に規定する保険料、第６項に清里町簡易水道条例に規定する料金、第８項から第１１項
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は、清里町営住宅条例等に規定する家賃を加えます。次に改正前の条例、別表第２から、第３項

の保健福祉奨学金貸付事業、第４項精神障害者居宅介護等事業、第５項低肺機能者経費助成事業、

次のページの第２１項新規高卒者雇用促進事業、第２３項農村地域トイレ水洗化等推進事業、第

２４項家庭用コンポスター等購入補助金交付事業を削除いたします。改正後の条例、別表第２に

は、第２２項として、清里町営住宅の設置及び管理事業、第２３項清里町地域特別賃貸住宅Ａ型

の設置及び管理事業、第２４項清里町特定公共賃貸住宅の設置及び管理事業、次のページの第２

５項として清里町地域優良賃貸住宅の設置及び管理事業に関する項目を加えます。附則につきま

しては、施行期日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１１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１１号 清里町町税等の優良納付者の権利と義務に関する措置条例の一部

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。 

 

    ●日程第１３ 議案第１３号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１３ 議案第１３号 清里町営住宅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、提案理由の説明を求めます。建設課長。 

 

○建設課長 

只今上程されました、議案第１３号 清里町営住宅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、町営住宅の入居者の資格を定めた第６条に

ついて町営住宅の適正な管理を行うため、当該条項の一部改正を行うものであります。それでは、

別冊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、２０ページをお開きください。訂

正後の条例でご説明申し上げます。町営住宅の入居者の資格を規定した第６条において、第４号

の次に（５）町税及び町使用料等を滞納していない者であること。の１号を加えるものでありま

す。また、附則つきましては、施行期日を定めるものであります。以上で、提案理由の説明を終

わらせていただきます。 
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○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１３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１３号 清里町営住宅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。 

 

    ●日程第１４ 議案第１４号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１４ 議案第１４号 町道路線の廃止及び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。建設課長。 

 

○建設課長 

只今上程されました、議案第１４号につきまして、町道路線の廃止及び認定について、提案理

由のご説明を申し上げます。本件につきましては、道路法第８条第２項及び第１０条第３項の定

めに基づき、町道路線の廃止及び認定について、議会の議決を求めるものでございます。道路法

第８条第２項及び第１０条第３項では、市町村長は市町村の区域内の路線を廃止及び認定する場

合においては、議会の議決を経なければならないとされております。今回、廃止及び認定する路

線につきましては、現在、路線認定しております、羽衣３丁目通り４９６．０メートルを廃止し、

緑清荘から道道向陽清里停車場線までの区間２５７．５メートルを加えた延長７５３．５メート

ルの路線として新たに認定するものであります。以上で、提案理由の説明を終わらせていただき

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。 
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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１４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１４号 町道路線の廃止及び認定については、原案のとおり可決されまし

た。 

 

    ●日程第１５ 議案第１５号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１５ 議案第１５号 清里町過疎地域自立促進市町村計画の変更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、議案第１５号 清里町過疎地域自立促進市町村計画の変更について、提

案理由のご説明を申し上げます。本件につきましては、計画の変更にあたり、過疎地域自立促進

特別措置法第６条第７項において準用する同条第 1 項の規定により、議会の議決を求めるもので

す。なお、同法第６条第７項においては、市町村計画の変更の準用を規定しており、同条第１項

においては、議会の議決を規定いたしております。また、同法第６条第４項に規定される、変更

にあたっての北海道との事前協議については、すでに２月２４日付をもって了しております。そ

れでは、変更内容につきまして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、審議資

料の２１ページをご覧いただきたいと存じます。今回の変更は、平成２３年度以降の事業におい

て実施または計画が想定される事業において、過疎債の発行が予定されることから計画の変更を

行うものです。また、新たに昨年示された運用において、過疎地域自立促進特別事業、いわゆる

ソフト事業の中において、過疎地域の振興に資する一定要件を満たした場合、老朽化した公共施

設等の解体撤去等が過疎債の対象事業とされたことから、今回、将来的な財源対応として変更を

行っていくものです。それでは、変更後の表でご説明申し上げます。計画書の１８ページ、区分

の欄３、交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進の事業名の欄、（５）電気通信施設等

情報化施設に、テレビジョン放送等難聴視聴解消のための施設を、また、事業内容に、地上デジ

タル放送無線共聴施設整備事業を新たに加え、事業主体は町といたします。同じく、計画書の２

０ページ、区分の欄４、生活環境の整備の（１）現況と問題点に、新たに、⑦公共施設等の経年

対策、さらに（２）のその対策に同じく、⑦公共施設等の経年対策の実施のア）公共施設等の施

設、設備の補修及び、イ）除去対象公共施設等の解体撤去及び跡地整備を新たに加えます。計画

書の２２ページ、事業名の欄（６）過疎地域自立促進特別事業の事業内容として、公共施設等活

用補修事業及び公共施設等解体撤去事業を、事業主体を町として記載内容の追加変更を行うもの

です。以上、提案理由の説明とさせていただきます。 

 



 16

○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１５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１５号 清里町過疎地域自立促進市町村計画の変更については、原案のと

おり可決されました。 

 

    ●日程第１６ 議案第１６号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１６ 議案第１６号 緑温泉の指定管理者の指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。産業課長。 

 

○産業課長 

只今上程されました、議案第１６号 緑温泉の指定管理者の指定について、提案理由をご説明

申し上げます。本件につきましては、清里町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条

例第６条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。指定管理を行う施設は、清里町

緑町２６番地、緑温泉でございます。指定する管理者は、清里町字神威１０７１番地、有限会社

パパスさっつる。指定期間は、平成２３年４月１日から平成２６年３月３１日までの３ヶ年間で

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。 
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これから、議案第１６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１６号 緑温泉の指定管理者の指定については、原案のとおり可決されま

した。 

 

    ●日程第１７ 議案第１７号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１７ 議案第１７号 ４線道路交付金事業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、提案理由の説明を求めます。建設課長。 

 

○建設課長 

只今上程されました、議案第１７号 ４線道路交付金工事請負契約の締結について、提案理由

のご説明を申し上げます。本件につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第 2 条の定めに基づき、工事請負契約を締結するために、議会の議決を求める

ものであります。契約の目的は、４線道路交付金工事であります。工事の概要についてご説明い

たします。工事場所は、すでに路盤改良が完了しています、１０号交差点付近から国道３３４号

までの３３０メートル区間の路盤改良と国道３３４号の取付けとして２６メートルの舗装を整備

するものであります。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５,１４５万円

であります。なお、予定価格につきましては５,２５６万３千円であります。契約の相手方は、清

里町羽衣町３０番地、株式会社石井組でございます。なお、工期につきましては、７月２９日で

ございます。以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

 

○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） 

 異議なしと認めます。 

これから、議案第１７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１７号 ４線道路交付金工事請負契約の締結については、原案のとおり可
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決されました。 

 

    ●日程第１８ 議案第１８号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１８ 議案第１８号 地域優良賃貸単身住宅建設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、提案理由の説明を求めます。建設課長。 

 

○建設課長 

只今上程されました、議案第１８号 地域優良賃貸単身住宅建設工事請負契約の締結について、

提案理由のご説明を申し上げます。本件につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第 2 条の定めに基づき、工事請負契約を締結するために、議会の議決

を求めるものでございます。契約の目的は、地域優良賃貸単身住宅建設工事であります。工事の

概要についてご説明いたします。建設場所は、営林署跡地のひまわり団地に１棟６戸の賃貸住宅

を整備するものであります。構造は、鉄筋コンクリート造り２階建て、面積は３３３．１５㎡で

あり、付帯工事として通路工などを整備するものであります。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８,６１０万円であります。なお、予定価格につきましては８,７６７万

５千円であります。契約の相手方は、清里町羽衣町３０番地 株式会社石井組でございます。な

お、工期につきましては、明年の２月１０日でございます。以上で、提案理由の説明を終わらせ

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） 

 異議なしと認めます。 

これから、議案第１８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１８号 地域優良賃貸単身住宅建設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。 

 

    ●日程第１９ 議案第１９号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１９ 議案第１９号 平成２２年度清里町一般会計補正予算（第７号）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１９号 平成２２年度清里町一般会計補正予算（第７号）につい

て、提案理由のご説明を申し上げます。今回の補正につきましては、第１条第１項に記載のとお

り、歳入歳出それぞれ９,９１２万円を増額し、予算の総額を４７億２,４６９万円とするもので

す。第１条第２項につきましては、後ほど別冊の補正予算に関する説明書、一般会計事項別明細

書によりご説明申し上げます。第２条の債務負担の補正につきましては、緑温泉指定管理に伴う

追加となっており、後ほどご説明いたします。第３条地方債の追加及び変更は、事業の確定及び

今年度の過疎債ソフト事業を中心とした補正を行うものです。それでは、議案書を５枚お開きく

ださい。債務負担行為及び地方債の補正内容についてご説明いたします。第２表の債務負担行為

の補正につきましては、先に、議案第１６号にて議決いただきました、緑温泉指定管理に係る追

加となっており、期間を平成２３年度から２５年度までの３ヵ年とし、限度額を１,３９５万円と

するものです。さらに議案書を１枚お開きください。第３表地方債の補正につきましては、１の

追加は、昨年９月に議決いただきました過疎地域自立促進市町村計画について、新たな制度要綱

により、過疎債の発行が一定の要件のもと、過疎地域自立促進特別事業としてソフト事業も対象

とされたことから、今回、移住定住促進事業補助事業から生涯学習活動車運行業務委託事業まで、

都合９事業について、記載の限度額及び内容で、総額２,２５０万円を補正するものです。次のペ

ージをお開きください。２の変更につきましては、臨時財政対策債以下４起債につきまして、事

業費の確定により変更するものであり、変更後において４,５９０万円の増となります。なお、今

回の補正は、実行予算に基づく事業費の精算、物件費等の不用額の減額、また、燃油価格の高騰

に伴う各施設の燃料費の調整をはじめ、今後必要もしくは不足が見込まれるものの追加補正、さ

らには特別会計への繰出金調整などを行うものです。歳入におきましては、町税の賦課調定状況

による補正並びに特定財源及び一般財源の確定による補正とともに、各事業財源の調整を行うも

のです。また、今回の補正による財源調整により、基金からの繰入金がふるさと寄附金充当分以

外、全て減額となるほか、剰余額については基金積立を行ってまいります。それでは別冊の事項

別明細書によりご説明申し上げます。歳出よりご説明申し上げますので、１６ページをご覧くだ

さい。なお、事業費の精算や物件費等の不用額の減額につきましては一部説明を省略させていた

だきます。特定財源につきましても、主なもののみの説明とさせていただきます。なお、特別交

付税や地方譲与税等、歳入の未確定なものや今後、補正等により執行する一部事業の歳入・歳出

の確定処理が伴うものにつきましては、必要に応じ３月末日をもって専決処分の措置をさせてい

ただくことをご理解頂きたいと存じます。１６ページ、１款議会費につきましては、期末手当支

給率の引下げ及び旅費不用額の減額となります。２款総務費・１項給与費・１目職員給与費２,

８３１万５千円の減額につきましても、手当支給率の引下げ改正によるものであり、あわせて関

連する共済費及び退職手当組合負担金についても減額するものです。２項総務管理費・１目一般

管理費につきましては、不用額の減額となり、特定財源のその他基金繰入金１５０万円を減額い

たします。２目財産管理費２億５,１５０万４千円の補正につきましては、剰余額等について減債

基金及び公共施設整備基金への積立てが主たる要因となっております。１３節委託料は請負残の

減額、２５節積立金の減額補正関係につきましては利率の低下による調整補正措置となっており

ます。なお、今回の積立により、２１年度末の基金総額は約２８億５千万円となっておりました
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が、年度内において約３億５千万円の積増しとなり、２２年度末の基金総額は約３２億円となり

ます。また、特定財源のその他１,３０６万９千円につきましては、老健介護収入が主な内容とな

っております。３目地籍管理費及び４目広報費は不用額の整理、５目自治振興費 光熱水費１２

０万円の減額は、省エネ型電球切り替えによる街灯電気料不用額の減額となっております。８目

町有林管理費につきましては財源の振替、９目支所及び出張所費は共済費の不足が生じることか

ら６万３千円の補正を行うものです。１８ページをご覧いただきたいと存じます。１０目札弦セ

ンター費から１５目総合庁舎管理費につきましては、財源の振替及び不用額の減額となっており、

総合庁舎管理費にあっては燃料費１７０万円を補正してまいります。３項開発促進費・１目企画

振興費７２万９千円の減額につきましては、総合計画策定等に係る不用額の整理となります。３

目花と緑と交流のまちづくり事業費４０２万１千円の減額につきましても、本年度事業実績によ

る不用額の減額となります。なお、特定財源のその他９６万円につきましては、ニトリ財団から

の助成金となっております。４目景観形成総合支援事業費１６８万９千円の減額は、事業完了に

伴う委託費及び工事請負費の減額となっており、特定財源となります基金繰入金を全額減額し、

一般財源に振り替えるなど財源調整を行います。２０ページをご覧ください。６項選挙費・２目

参議院選挙費につきましては、選挙事務の完了により不用額の整理及び財源調整を行うものです。

７項統計調査費・１目各種統計調査費につきましても同様、国勢調査事務の完了による整理とな

ります。９項地域振興費・１目地域振興対策費９５６万２千円の減額につきましては、４節共済

費から２７節公課費まで、それぞれ執行残の減額措置となっております。なお、特定財源その他

の４,６７５万円の減額につきましては、地域振興券発行に伴うふるさと基金繰入金の全額減額措

置となります。２２ページをご覧いただきたいと存じます。民生費、１項社会福祉費・１目社会

福祉総務費、２目障害者自立支援費、３目福祉サービス事業費及び４目老人福祉費の減額につき

ましては、いずれも事業費の確定及び年度内の給付等の見込みによる調整を行うものです。なお、

４目老人福祉費・２８節繰出金は年度末実績見込みにより介護保険特会への繰出金３７０万円の

増額補正を行ってまいります。５目地域包括支援センター費は、財源の振替となっております。

２項児童福祉費・１目児童母子福祉費４６８万５千円の減額につきましては、次の２４ページ、

１９節負担金補助及び交付金の確定並びに、２０節扶助費におきましては、子ども手当をはじめ、

それぞれ給付実績等に伴う減額措置による補正となります。３目子育て支援センター費につきま

しては、予算額の増減はありませんが、歳入における特定財源の国道支出金内において、同額が

道補助金から国庫補助金に振替わったことによる予算書上の措置となっております。４款衛生

費・１項保健衛生費・１目保健衛生総務費、及び２目予防費につきましては不用額の減額をそれ

ぞれ行うものですが、予防費の委託料におきましては、インフルエンザ接種の伸びから予防接種

業務委託料８５万円を増額補正いたしております。また、保健衛生総務費の共済費及び賃金の減

額につきましては、育児休業に係る代替職員の雇用について、年度途中からであったことにより

不用額を減額措置いたします。３目各種医療対策費６４８万９千円の減額補正につきましては、

１９節負担金補助及び交付金、２０節扶助費については、実績及び年度末を見込んでの減額、さ

らには２３節償還金利子及び割引料におきましては、返納金について所要の不足が生じますので

補正をさせていただきます。２１節貸付金につきましては、貸付がなかったための皆減となりま

す。４目環境衛生費におきましては、２８節繰出金で、農業集落排水事業特別会計繰出金２０８

万３千円の減額を行ってまいります。５目保健福祉総合センター費につきましては財源振替であ

り、特定財源のその他１０３万１千円の減は診療所からの光熱水費など、雑入減が主な内容とな
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ります。２６ページをご覧いただきたいと存じます。２項清掃費・１目清掃事業費１９４万９千

円の減額補正につきましては、物件費及び委託料を中心とした不用額の整理となっております。

５款農林水産業費・１項農業費・１目農業委員会費から３目畜産業費につきましては不用額の減

額整理を行なうものであり、２目農業振興費・２０節繰出金において焼酎事業特別会計繰出金の

全額となる９４０万を減額してまいります。４目農地開発事業費１６８万７千円の減額補正につ

きましては、１９節負担金補助及び交付金の補正であり、国営畑地かんがい事業斜網地域維持管

理協議会負担金につきましては３００万円の減額を行います。２８ページの団体営土地改良事業

負担金１３４万６千円の増額は、同じく斜網地区協議会負担の減額に伴い、出作に伴う精算措置

として斜里、小清水両町に対して負担を行うものです。５目道営整備事業費４０万３千円の減額

は、各種負担金の確定による減となっており、特定財源その他の４５万６千円の減は受益者分担

金と諸収入となる交付金の減となります。６目農山漁村活性化対策費３,８３１万５千円の減額は、

１３節委託料において、札弦センターとなります地域資源活用交流促進施設実施設計について、

請負残額９８万５千円を減額いたします。また、交付金事業となっておりましたパパスランド、

農林水産直売所・食材提供供給施設及び町単独事業となります、パパスランド改修につきまして

は、事業年度の調整から翌年度以降とさせていただいたことから、当該事業に係る地耐力調査業

務委託費並びに設計業務委託料をそれぞれ全額の減額補正するものです。なお、特定財源につき

ましては、国道支出金においては交付金事業分９７０万円、地方債においては交付金残額充当分

と町単独分を合わせて３,３００万円、その他の緑清荘、町民会館の備品購入に充当した基金繰入

５,１９０万円を減額し、基金分については一般財源へ財源振替を行ってまいります。７目清里地

域資源活用交流促進施設費にありましては、燃油の高騰により３５万円の補正を行うとともに、

光熱費を１５万円減額してまいります。２項林業費の１目林業振興費及び２目自然保護対策費に

つきましては、不用額の処理と財源振替になっております。６款商工費・１項商工費・１目商工

振興費及び２目観光費も同じく不用額の減額となります。３０ページをご覧いただきたいと存じ

ます。３目温泉施設費５４７万４千円の減額は、１３節委託料において指定管理両施設について

は、協定に基づく燃料費高騰、さらには休業期間に係る経費の清算により、パパスランドにあっ

ては２０万円の増額、緑清荘にあっては３７６万５千円の減額補正を行ってまいります。また、

工事請負残１８８万５千円の減額を行ってまいります。なお、特定財源として道地域政策補助２,

２００万円、過疎債４,５８０万円の増額を行うとともに、基金繰入金３,９４１万円を皆減し、一

般財源にありましても３,３８６万４千円減額し、全体財源の調整を行ってまいります。４目オー

トキャンプ場費及び５目江南パークゴルフ場費は、年度事業終了に伴う実績清算による不用額の

整理となります。なお、特定財源その他の減額は使用料収入となります。７款土木費・１項道路

橋梁費・１目道路橋梁費及び次のページ、３２ページ、２目道路新設改良費の減額は、事務事業

の確定による減額となります。２項都市計画費及び３項住宅費につきましても同様となっており

ます。９款教育費についてご説明いたします。１項教育総務費・１目教育委員会費は過疎債充当

による財源振替、２目教育諸費３３４万６千円の減額につきましては、事業実績及び年度内執行

見込により減額を行うとともに、過疎債充当による財源の振替措置を行ってまいります。３４ペ

ージをご覧頂きたいと存じます。２項小学校費・１目学校管理費にありましては、燃料費９０万

円の補正を行うとともに、請負実績等による不用額について減額措置を行ってまいります。３項

中学校費・１目学校管理費にありましても、燃料費の不足見込額を補正するものです。４項社会

教育費・２目生涯教育費は不用額の整理、３目生涯学習センター費におきましても、同じく燃料
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費１００万円の補正を行うとともに、委託料不用額の減額を行ってまいります。５項保健体育費

の１目保健体育総務費から、３６ページの６目学校給食センター費にありましても、それぞれ実

績及び年度末見込みによる減額補正を行うとともに、燃料費の不足が見込まれる施設につきまし

ては所要額の増額補正を行ってまいります。なお、保健体育総務費の特定財源その他２００万円

の減額は基金繰入金、スキー場管理費はリフト使用料、学校給食センター費は給食費負担金の減

額となっております。公債費の１目元金については財源の振替であり、２目利子にありましては

一時借入がなかったことにより３２４万２千円の減額補正をしてまいります。なお、特定財源そ

の他は、いずれも町営住宅使用料となっております。それでは、歳入についてご説明申し上げま

すので、１ページにお戻りいただきたいと存じます。歳入については総括でご説明申し上げます。

一般財源の補正額は、１款町税が１,９６３万４千円の増、８款地方特例金が５６４万５千円の増、

９款地方交付税が１億４,８５１万６千円の増となります。従って、一般財源の今回の補正額は、

合わせて１億７,３７９万５千円の増となります。特定財源につきましては、歳出の中で主な内容

をご説明申し上げましたが、１１款分担金及び負担金が２０１万円の増、１２款使用料及び手数

料が２０８万３千円の増、１３款の国庫支出金が１,５１５万８千円の減、１４款の道支出金が１,

４７１万円の増、１５款財産収入が４１０万６千円の減、１６款繰入金が１億５,１５９万円の減

となります。１８款諸収入が８９７万６千円の増、19 款町債が６,８４０万円の増となります。

その結果、特定財源の今回の補正額は、合わせて７,４６７万５千円の減となります。また、今回

の補正時点における基金残高見込額は、先ほど総務費でご説明したとおり、約３２億円となりま

す。最後に給与明細書についてご説明申し上げますので事項別明細書の３７ページをご覧いただ

きたいと存じます。特別職につきましては、給与費の期末手当及び共済費において補正後８９万

９千円の減となります。３８ページをご覧ください。一般職においては同じく給与費の職員手当

及び共済費において、補正後１,９１８万４千円の減となります。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１９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１９号 平成２２年度清里町一般会計補正予算（第７号）については、原

案のとおり可決されました。 
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○議長（村尾富造君） 

 ここで、１１時まで休憩といたします。 

休憩 午前１０時５０分～ 

再開 午前１１時００分  

○議長（村尾富造君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

    ●日程第２０ 議案第２０号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２０ 議案第２０号 平成２２年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）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２０号平成２２年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第 2

号）について、提案理由の説明を行います。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２,０１５万７千円を追加し、予算の総額を４,３６７万円とするものであります。第

2 項については、別冊の補正予算に関する説明書により説明いたします。歳出から説明しますの

で、中ほどの薄茶色の仕切りの介護保険特別会計事項別明細書４ページをお開きください。今回

の補正は、今後必要が見込まれる保険給付費の追加補正、さらには介護保険料及び国道支出金、

一般会計繰入金・基金繰入金の増減に伴う財源調整を行うものであります。保険給付費における、

居宅介護サービス給付費、負担金補助及び交付金６５０万円の補正内訳は説明欄に記載のとおり

であり、特定財源の国道支出金においては、国費１１２万３千円、道費６９万円であります。そ

の他は一般会計繰入１１９万３千円、基金繰入が３２４万２千円、支払基金交付金が２８万６千

円であります。施設介護サービス給付費、負担金補助及び交付金８３０万円の補正内訳につきま

しても、老健、特養など施設サービス給付の増加によるものであります。特定財源の国道支出金

における国費は１４３万５千円、道費は８８万１千円であり、その他は一般会計繰入金が１５２

万４千円、基金繰入が４１４万円、支払基金交付金が３６万３千円であります。審査支払手数料

１万７千円につきましても、居宅・施設介護サービス給付の増加に伴う役務費の補正であります。

次に、高額介護サービス等費負担金補助及び交付金１３４万円の補正につきましても、サービス

給付の増加に付随するものであり、特定財源、国道支出金は国費２３万２千円、道費１４万２千

円であり、その他は一般会計繰入金２４万６千円、基金繰入６６万８千円で、支払基金交付金が

５万９千円であります。次に、特定入所者介護サービス等費負担金補助及び交付金４００万円の

補正につきましても施設介護サービス給付の増加に起因するものであり、入所者の負担軽減対策

のための補正であります。特定財源、国道移出金は国費が６１万９千円、道費が４２万５千円で

あります。その他は一般会計繰入金が７３万４千円、基金繰入１９９万５千円であり支払基金交

付金が１７万６千円であります。また、全科目にわたる一般財源につきましては、介護保険料で

あり１０万５千円の減額となります。1 ページにお戻りください。総括表の歳入につきましては、

歳出の特定財源で説明いたしましたので省略させていただきます。なお、この後、介護給付費や

国庫支出金などの確定に伴う一般会計繰入金などが生じた場合については3月31日付けで専決
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処分を行ってまいりますのでご理解いただきたいと存じます。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２０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２０号 平成２２年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）に

ついては、原案のとおり可決されました。 

 

    ●日程第２１ 議案第２１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２１ 議案第２１号 平成２２年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

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、議案第２１号 平成２２年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第３号）につきまして、提案理由の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、歳入歳出それぞれ４１７万５千円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ７億２,

４５６万２千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、別冊の事項別明細書に

よりご説明申し上げます。今回の補正は、実行予算に基づき、療養給付費等の増額、不用額の整

理、及び特定財源の調整を行うものございます。それでは歳出よりご説明いたしますので、事項

別明細書の黄色い仕切りの７ページをお開きください。１款総務費・１目一般管理費１３万９千

円の増額は、国保総合システムに係る負担金の確定によるものです。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につきましては、医療費が増加しておりますので２,９５０万

９千円を増額いたします。特定財源のその他５４９万４千円の増は、保険財政共同安定化事業交

付金４３９万３千円、療養給付費交付金８０万８千円、前期高齢者交付金２９万３千円の増であ

ります。２目退職被保険者等療養給付費につきましては、医療費が減少していますので８００万

円減額いたします。特定財源のその他は療養給付費交付金であります。３目一般被保険者療養費

４０万円、５目審査支払手数料５万円の増につきましては、実績見込みによるものです。２項高
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額療養費・１目一般被保険者高額療養費につきましても、高額療養費の増加により５００万円増

額いたします。特定財源のその他は、高額医療費共同事業交付金４２７万円、前期高齢者交付金

７３万円の増であります。次の８ページをお開きください。２目退職被保険者高額療養費、３目

一般被保険者高額介護合算療養費、４目退職被保険者高額介護合算療養費につきましては、不用

額の減額であります。特定財源その他２００万円と７万１千円の減は、療養給付費交付金になり

ます。３項移送費及び５項葬祭諸費につきましては、不用額の減額であります。３款後期高齢者

支援金等、４款前期高齢者納付金等、次の１０ページの５款老人保健拠出金、６款介護納付金及

び７款共同事業拠出金につきましては、負担額の確定に伴う不用額の減額であります。７款・１

目高額医療費共同事業医療費拠出金の特定財源、その他３９万円は、高額医療費共同事業交付金

の減であります。８款保健事業費・１項特定健康診査等事業費・１目特定健康診査等事業費につ

きましては、事業費の確定により、不用額の減額であります。特定財源・その他２１万７千円の

減は、特定検診徴収金の減であります。２項保健事業費・１目疾病予防費につきましては、不用

額の減額であります。９款基金積立金、１０款公債費につきましは、実績見込みによるものです。

歳入につきましては、総括表でご説明いたしますので１ページにお戻りください。１款国民健康

保険税５０万円及び１１款諸収入の内３万５千円につきましては、一般財源であり、３款国庫支

出金から９款繰入金までは特定財源で歳出でご説明いたしました。なお、今後、補助金及び医療

費の確定により、３月末日をもって専決処分をさせていただきますことにご理解を賜りたいと存

じます。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２１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２１号 平成２２年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

は、原案のとおり可決されました。 

 

    ●日程第２２ 議案第２２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２２ 議案第２２号 平成２２年度清里町老人保健特別会計補正予算（第２号）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。 
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○町民課長 

只今上程されました、議案第２２号 平成２２年度清里町老人保健特別会計補正予算（第２号）

につきまして、提案理由のご説明申し上げます。今回の補正は、歳入・歳出の総額に変更はござ

いませんので、第１条の補正につきましては、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。老人保健につきましては、平成２０年４月から後期高齢者医療制度に移行し、

月遅れ診療請求や、過誤調整医療費を予算計上しておりましたが、今回の補正は不用額を一般会

計に返納するために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

明細書のオレンジの仕切り、２ページをお開きください。１款医療諸費・１目医療給付費、２目

医療支給費、３目高額医療費、４目審査支払手数料の不用額をそれぞれ減額します。２款諸支出

金・１目償還金４９万５千円の増額補正を行い、一般会計に返納を行うものであります。歳入に

つきましては、１ページの総括表になりますが今回は歳入の補正はございません。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２２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２２号 平成２２年度清里町老人保健特別会計補正予算（第２号）は、原

案のとおり可決されました。 

 

    ●日程第２３ 議案第２３号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２３ 議案第２３号 平成２２年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

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、議案第２３号 平成２２年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）について、提案理由の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、歳入歳出それぞれ２１２万１千円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ５,４４１万６
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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。それでは歳出からご説明いたしますので、事項別明細書

の２ページをお開き願いたいと思います。今回の補正は、後期高齢者医療保険料が確定いたしま

したので、広域連合に納付をするため補正を行うものであります。歳出の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２１２万１千円の増額は、医療保険料の確定

によるものであります。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

りください。一般財源として、１款後期高齢者医療保険料の補正を行います。なお、広域連合納

付金及び繰入金等の確定により、３月末日をもって専決処分させていただきますことに、ご理解

を賜りたいと存じます。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２３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２３号 平成２２年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

は、原案のとおり可決されました。 

 

   ●日程第２４ 議案第２４号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２４ 議案第２４号 平成２２年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）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。建設課長。 

 

○建設課長 

只今上程されました、議案第２４号 平成２２年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第

２号）について、提案理由のご説明を申し上げます。今回の補正につきましては、第１条第１項

に記載のとおり、歳入歳出それぞれ１,１２２万１千円を減額し、予算総額を歳入歳出それぞれ７,
２６２万２千円とするものであります。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。今回の補正は、実行予算に基づき不用額の調整及び特定財源の調整措置を行う

ものであります。それでは、歳入歳出補正予算につきましてご説明いたしますので、別冊の説明

資料、水色の簡易水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書（第２号）の３ページをお開きく
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ださい。歳出についてご説明いたします。１款総務費・１目一般管理費１,００４万２千円の減額

につきましては、人事異動に伴う職員の人件費・職員手当・共済費などの減額、実績に伴う水道

メーター器検針委託料の増額、及び消費税の額が確定したことにより減額するものであります。

４ページをご覧ください。１款施設費・１目施設整備費２４４万８千円の減額につきましては、

工事請負費の執行残及び請負残を減額するものであります。なお、特定財源のその他１,２４９万

円の減は簡易水道施設整備基金繰入金であります。４款基金積立金・１目積立金１２６万９千円

の増額につきましては、簡易水道施設整備基金であり、特定財源のその他の内訳は、簡易水道施

設整備基金繰入金の積み戻しであります。次に、歳入についてご説明いたしますので、１ページ

にお戻りください。歳入につきましては、総括でご説明いたします。３款財産収入４千円の減額

につきましては、簡易水道施設整備基金利子の減によるものであります。４款繰入金につきまし

ては、簡易水道施設整備基金繰入金であり、各事業の実施精査により１,１２１万７千円を減額補

正するものであります。５ページの給与費明細書につきましては、説明を省略させていただきま

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２４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２４号 平成２２年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）は、

原案のとおり可決されました。 

 

    ●日程第２５ 議案第２５号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２５ 議案第２５号 平成２２年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

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。建設課長。 

 

○建設課長 

只今上程されました、議案第２５号 平成２２年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第２号）について、提案理由のご説明を申し上げます。今回の補正につきましては、第１条第

１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ１１８万３千円減額し、予算総額を歳入歳出それぞれ１
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億２,１７７万２千円とするものであります。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。今回の補正は、実行予算に基づき不用額の調整及び特定財源の調整措置を

行うものであります。それでは、歳入歳出補正予算につきましてご説明いたしますので、別冊の

説明資料、紫色の農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書（第２号）の３ページを

お開きください。歳出についてご説明いたします。１款総務費・１目一般管理費２１万５千円の

減額につきましては、職員手当・共済組合負担率の確定に伴う減額、及び消費税の額が確定した

ことにより減額をするものであります。２目施設管理費２６万１千円の減額につきましては、委

託料及び備品購入費の請負算及び執行残であります。２款事業費・１目農業集落排水事業費７０

万７千円の減額につきましては、委託料及び工事請負費の請負残を減額するものでございます。

なお、特定財源のその他１０万円の減は農業集落排水施設分担金であります。４ページをご覧く

ださい。３款公債費・１目元金につきましては、財源の振替であり、特定財源のその他の内訳は、

全て一般会計繰入金であります。次に、歳入についてご説明いたしますので、１ページにお戻り

ください。歳入につきましては、総括でご説明いたします。１款分担金及び負担金１０万円の減

額につきましては、農業集落排水施設分担金の減によるものであります。２款使用料及び手数料

１００万円の増額につきましては、下水道使用料の伸びによるものであります。４款繰入金につ

きましては、一般会計繰入金の減額であります。５ページの給与費明細書につきましては、説明

を省略させていただきます。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２５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２５号 平成２２年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

は、原案のとおり可決されました。 

 

    ●日程第２６ 議案第 ２６号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２６ 議案第２６号 平成２２年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第２号）につい
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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。焼酎事業所副所長。 

 

○焼酎事業所副所長 

只今上程されました、議案第２６号 平成２２年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第２号）

につきまして、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、歳入歳出それ

ぞれ５４０万円を減額し、予算の総額を７,４５０万７千円とするものです。第２項につきまして

は、後ほど別冊の事項別明細書により、ご説明申し上げます。今回の補正の概要でございますが、

歳入の財産収入は４００万円を増額し７,０５０万円といたします。製品の販売本数は全体で約７

１,４００本、販売数量はアルコール２５度換算で約５５キロリットルを見込んでおります。繰入

金につきましては９４０万円を減額いたします。歳出におきましては、人件費並びに入札及び執

行残などの不用額５４０万円を減額させていただきます。それでは、うぐいす色の焼酎事業特別

会計の事項別明細書の３ページをお開きください。歳出よりご説明いたします。１款総務費・１

目一般管理費は２００万円の減額であります。３節職員手当等９４万５千円、４節共済費２４万

円、８節報償費１８万５千円、９節旅費２万７千円、１１節需用費３万３千円、１２節役務費３

５万８千円、１３節委託料２１万２千円を減額いたします。なお、特定財源のその他９４０万円

の減は一般会計繰入金であります。４ページをお開きください。２款製造費 1 目醸造費は３３

７万円の減額であります。７節賃金２１万８千円、１１節需用費１９３万２千円、１６節原材料

費２２万円、２７節公課費１００万円それぞれ減額いたします。３款公債費は３万円を減額いた

します。５ページは給与明細書で、説明は省略させいただきます。続いて、歳入につきまして総

括表でご説明いたしますので、１ページをお開きください。１款財産収入は４００万円の増額、

２款繰入金は９,４００万円の減額、１款は一般財源、２款は特定財源のその他であります。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事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２６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２６号 平成２２年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第２号）につい

ては、原案のとおり可決されました。 
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    ●日程第２７～日程第３７ 議案第７号、９号～１０号、１２号、２７号～３３号 

○議長（村尾富造君） 

 ここで議事の都合上、日程第２７ 議案第７号 町職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例から、日程第３７ 議案第３３号 平成２３年度清里町焼酎事業特別会計予算まで、都合、

１１件を一括議題とします。 

 

    ●日程第３８ 平成２３年度清里町予算編成方針 

○議長（村尾富造君） 

 日程第３８ 平成２３年度清里町予算編成方針について、説明を求めます。町長 橋場 博君。 

 

○町長（橋場 博君） 

 予算編成方針を申し上げます。本日ここに、平成２３年清里町議会第２回定例会が開催され、

平成２３年度の清里町各会計予算並びに諸議案を提案するにあたり、予算編成方針と概要をご説

明申し上げ、議員並びに町民皆さんのご理解をいただきたいと存じます。さて、昨年を振り返り

ますと、２月にはカナダ・バンクーバーで開催された冬季オリンピック大会に、清里町出身の岡

崎朋美さんが日本人女子選手としては初の５大会連続出場を果たされるとともに、開会式では日

本選手団の栄えある旗手をつとめられるなど、私たち清里町民に新たな勇気と感動を与えてくれ

ました。また、国の内外の動きを見ますと極めて変化の多い年となり、国全体が相変わらず厳し

い環境下での経済情勢でありました。さらに、天候も１年を通して、近年にない高温多湿の悪い

気象条件の中にありまして、農業におきましては関係者のご努力にもかかわらず、小麦・ビート・

馬鈴薯の主要三作物とも芳しくない状況でありました。農業以外の各産業にありましても、我が

国の長引く経済全体を取りまく閉塞感などにより依然として消費の伸び悩みが続き、商業や製造

業をはじめ、各業種におきましても引き続き厳しさの増す１年であったと認識するものです。こ

うした中にありましても、町民の皆さまには、それぞれの分野におきまして、町政の進展にご尽

力いただきましたことに、心よりお礼申し上げます。また、清里町ではこうした厳しい状況にあ

りましても、将来につながる新たなまちづくりの基盤整備や地域経済の振興、さらには雇用機会

の確保が必要とのことから、議員各位のご理解とご支援をいただき、国が緊急的な経済・雇用対

策として実施した大型補正予算への対応に積極的に取り組み、各事業を実施してきたところでご

ざいます。その結果、町民会館や緑清荘の整備、役場総合庁舎並びに清里トレーニングセンター

の耐震化及びバリアフリー化、全町を網羅する光通信網の整備や、農協が事業主体となりました

穀類乾燥調製貯蔵施設、町内中小事業所や商店が受皿となった地域活性化交付金事業、さらには

町単独事業として実施いたしました地域振興券交付事業など、各種事業を計画どおり順調に実施

することができました。また、町民の皆さんと進めております花と緑と交流のまちづくり事業は、

１０年目の節目の年となりましたが、花緑委員会を組織されております町民の皆さんのご協力に

より、多くの事業を実施することができましたことを、心よりお礼申し上げます。さて、市町村

を取りまく財政状況は、さらに厳しい財政規律を求められておりますが、清里町にありましては

自立計画による不断の行財政改革に取り組むとともに、国の緊急経済対策等への迅速な取り組み

を行った結果、経常費及び町債の計画的な圧縮が図られる一方、将来に備えた基金の計画的な積

立てができるなど、健全財政が堅持されております。これもひとえに、議員各位はじめ、町民皆

さんのご支援、ご理解によるものと、心よりお礼申し上げます。さて、平成２３年度はご存知の
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とおり、４月に地方統一選挙が実施されます。超少子高齢化と人口減少時代を迎え、経済振興と

雇用対策、税負担と社会保障制度の在り方、ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）交渉のもたらす農

業農村への影響、地域主権改革など、国・地方ともに大きな課題を抱えた中での選挙であり、地

方自治の在り様が清里町の将来を左右する極めて重要な年だと認識しております。平成２３年度

清里町予算はこうした背景を的確にとらえるとともに、住民協働と共生、共創を基本とした新た

な公共の担い手や地域力の創造を目指す、第５次清里町総合計画の推進、さらには最終年度とな

る、第２期清里町自立計画の推進による自律的なまちづくり、加えて継続的な行財政改革推進に

よる、健全財政の堅持を基本に編成いたしております。なお、本定例会に提出します予算案は、

４月に統一地方選挙が実施されますことから、人件費や扶助費などの義務的経費、さらには継続

事業を基本とする骨格予算として計上させていただいております。したがいまして、政策的な団

体補助や事業補助、さらには投資的な普通建設事業や新規事業にありましては、６月定例会以降

の補正予算での提案となりますことを、ご理解いただきたいと存じます。それでは、本年度予算

の概要につきましてご説明申し上げます。まずはじめに、一般会計からの概要から申し上げます。

総務費につきましては、統一地方選挙に伴う執行経費を計上するとともに、第５次総合計画に伴

うまちづくり地域活動交付金事業及び、海外派遣研修事業を除く花と緑と交流のまちづくり事業、

さらには地上デジタル放送移行に伴う難視聴対策として、無線共聴設備設計に係る所要経費を計

上いたしております。なお、札弦センターにつきましては、国の交付金事業に伴う整備の前さば

きとして、当初予算において除去経費を計上させていただいております。民生費につきましては、

義務的な各種扶助、負担金及び総合計画の重点事業となる子育て支援事業関連予算を計上すると

ともに、平成２４年度からの第３期障害者計画及び高齢者保健福祉計画・第５期介護保険事業計

画の策定にあたってまいります。衛生費につきましては、特定健康診査をはじめとした各種検診

と保健指導に重点をおき、予防対策を講じてまいります。また、昨年度、補正予算として計上さ

せていただいた子宮頸がんワクチン接種をはじめ、各種予防ワクチン接種の全額助成を継続実施

すべく、当初予算より計上いたしております。農林水産業費につきましては、農業振興計画に基

く各種支援対策や、江南町営牧野の草地改良の整備を継続実施してまいります。また、平成２０

年度に着手した国営造成土地改良施設整備事業によるウエンベツ川改修事業につきましては、前

年度の追加事業費を合わせ６億５千万規模で事業が実施されることとなっております。なお、総

務費計上の町有林管理費にあっては、管理計画に基づく除間伐や造林等の経費を計上するととも

に、森林作業員等の就労支援対策経費を計上いたしております。商工費につきましては、中小企

業融資制度に基づく支援経費並びに各施設の運営管理費、さらにはふるさと産業まつりをはじめ

としたイベント開催経費等を計上いたしております。土木費につきましては、平成２２年度から

の継続事業となるひまわり団地１棟６戸の公営住宅建設工事に要する所要経費を計上するととも

に、道路橋梁や公営住宅、公園緑地等の維持管理経費を計上いたしております。消防費につきま

しては、斜里地区消防組合本部負担金及び清里分署負担金について、組合議会の議決に基づく所

要額を計上いたしております。教育費につきましては、本年３月に策定されました清里町教育推

進計画並びに第７次清里町社会教育中期計画に基づく事業推進、さらには小学校統合に伴う学校

運営が円滑に図られるべく、所要の予算を計上いたしております。公債費につきましては、償還

のピークは過ぎておりますが、当面高い水準で推移することとなり、本年度におきましては、元

利合わせまして約９億６千万円の計上となっております。一般会計の歳入にありましては、町税

は各産業・業種ともに景気回復が見込まれず、横ばい状態が予想されることから、ほぼ前年度並
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みの予算計上となっております。なお、依存財源となる地方交付税や譲与税等につきましては、

国の地方財政計画に基づき計上いたしておりますが、本年度当初予算にあっては骨格予算編成と

なることから、その予算を補正予算の一部として保留させていただいております。また、町債の

発行につきましては、後年度の地方交付税措置により有利性を伴う過疎債と臨時財政対策債に限

定し、発行額の抑制を図るとともに、繰入金にあっても国の交付金及びふるさと寄附金を財源と

した基金からの繰入れのみとし、将来に財政構造の硬直化を招くことのない予算編成を行ってき

ております。続いて、特別会計予算編成の概要について申し上げます。各特別会計ともに、現在

まで行財政改革の一環として一般会計と一体的な見直しを行ってきたところですが、特に介護・

医療保険関係につきましては、高齢化による被保険者の増加や高度医療の進展、さらにはサービ

ス給付の増加が見られる一方、景気停滞による保険税等の歳入財源の伸び悩みと相まって大変厳

しい運営環境が続いております。こうしたことから、平成２３年度におきましては国民健康保険

税の限度額及び税率の改正を行ってまいります。まず、介護保険事業及び国民健康保健事業、後

期高齢者医療特別会計ですが、給付の増加が依然として続く状況にありますが、予防対策や健康

づくり事業の増加とともに、適切な事業運営を図るべく予算計上を行っております。なお、老人

保健特別会計につきましては、制度移行が完了したことにより廃止させていただきます。簡易水

道事業並びに農業集落排水事業特別会計につきましては、人口減少に伴う利用の鈍化が見られる

ところでありますが、安心で安定的な飲料水の提供と快適な生活環境の向上を図るため、適切な

施設の維持管理に努めるべく所要の予算を計上いたしております。最後に、焼酎事業特別会計で

ありますが、景気低迷の影響からここ数年、販売額の減少が顕著に見られることから、製造販売

計画の見直しを行う中予算計上をさせていただいております。以上の結果、平成２３年度当初予

算の総額は、一般会計３６億６,６００万円、介護保険事業特別会計４億２２７万２千円、国民健

康保険事業特別会計６億９,９１８万２千円、後期高齢者医療特別会計５,５４６万９千円、簡易水

道事業特別会計７,５６０万３千円、農業集落排水事業特別会計１億１,６１７万４千円、焼酎事業

特別会計７,０７２万円、合計５０億８,５４２万円となります。平成２３年度各会計の予算案につ

いてご説明申し上げましたが、地域主権改革の名のもと、地方自治法の改正や行政刷新の強化徹

底、さらには経済・社会保障・財政の一体的強化を目指した改革論議が、国・地方を挙げて行わ

れております。こうした中、清里町におきましては平成２３年度から３２年度までの１０ヵ年を

計画期間とする第５次清里町総合計画が多くの町民の皆さんの参加を経て、昨年末に策定されて

おります。その、基本理念は、協働・共生・共創であります。平成２３年度は、第５次清里町総

合計画の初年度となる年でありますが、本計画が清里町の未来をひらく新たな指針となり、清里

町２世紀のまちづくりが、さらに大きく飛躍することを心から期待するものです。 

最後にあたり、４期１６年にわたり、住民参加と協働のまちづくりを基本に、町民皆さんとと

もに、安心・安全、住んでいる人々が誇りに思えるまちづくりに向け、取り組んでまいりました

が、この間、お寄せいただきました議員各位並びに町民皆さんのご支援ご協力に心よりお礼申し

上げ、平成２３年度清里町予算編成方針の説明とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

○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） 
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 質疑なしと認めます。 

 これで、平成２３年度清里町予算編成方針の説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 ここで、昼食のため午後１時３０分まで休憩といたします。 

休憩  午前１１時５３分～ 

午後 １時３０分  

 

○議長（村尾富造君） 

 午前中に引き続き、会議を開きます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 既に上程されております、議案第７号 町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ

いて、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長 

既に上程されております、議案第７号 町職員の給与に関する条例等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。今回の条例改正は、給与からの天引き、いわゆるチ

ェックオフについて法令に基づく整備を行うとともに、先の人事院勧告におきまして、平成１８

年度から２１年度まで４年間にわたり給与構造の改革として俸給表水準の引き下げによる昇給の

１号俸抑制が行われてきましたが、経過措置の完了により４３歳未満の若年・中間層職員の給与

権衡を図るべく、１号俸の回復措置が図られることになりましたので、所要の改正を行うもので

す。それでは、改正内容につきましては新旧対照表によりご説明申し上げますので、審議資料９

ページをご覧ください。第６条第３項の次に、給与からの控除を規定する１条、第６条の２を加

え、給与から控除できる具体的な項目として、同条第１号の北海道市町村職員共済組合及び北海

道市町村職員福祉協会に納付すべき掛金等から、同条第７号のその他町長が適当と認めたもの、

までを規定いたします。施行期日を定める附則第１項中、ただし、第２条の次に及び附則第４項

を加え、第３項の次に、平成２３年４月１日における号俸の調整を加えます。附則第４項におき

ましては、先にご説明したとおり、４３歳未満の職員について給与構造抑制措置に伴う１号俸の

回復を行うことを規定いたします。なお、附則にありましては施行日を規定いたしております。

以上、提案理由の説明といたします。 
 

○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。 

 

○議長（村尾富造君） 

 既に上程されております、議案第９号 清里町国民健康保険条例の一部を改正する条例につい
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て、提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長 

既に上程されております、議案第９号 清里町国民健康保険条例の一部を改正する条例につき

まして、提案理由のご説明申し上げます。今回の条例改正につきましては、出産育児一時金は、

経過措置で平成２３年３月３１日まで３５万円から３９万円に暫定的に引き上げられてきました

が、健康保険法施行令が改正され平成２３年４月から恒久化されます。あわせて国民健康保険法

の改正により条例の一部を改正するものであります。改正条文につきましては、別冊の審議資料

の１２ページ新旧対照表によりご説明申し上げます。なお、改正箇所につきましては、アンダー

ラインで示しております。第５条第１項につきましては、出産育児一時金を３５万円から３９万

円に改正するものでございます。これに伴いまして、附則の経過措置第４項を削除いたします。

次に、第７条につきましては、国民健康保険法の改正により条項が繰り上がっておりますので、

第７２条の５を第７２条の４に改正するものでございます。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。 

 

○議長（村尾富造君） 

 既に上程されております、議案第１０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、提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長 

既に上程されております、議案第１０号 清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例に

つきまして提案理由の、ご説明を申し上げます。今回の改正は、地方税法等の一部改正に加え、

本格的な高齢化社会における疾病構造の変化、医療技術の大幅な進歩等により、医療費が増加す

る中で課税所得は減少傾向にあります。このため、国民健康保険税限度額を７３万円から７７万

千円に引き上げ、並びに所得割額を改正するものでございます。それでは、別冊の審議資料の１

３ページ新旧対照表によりご説明申し上げます。なお、改正箇所につきましてはアンダーライン

で示しております。第２条第２項につきましては、基礎課税限度額５０万円を５１万円に１万円

引き上げるものでございます。第３項につきましては、後期高齢者支援金等課税限度額１３万円

を１４万円に１万円引き上げるものでございます。第４項につきましては、介護納付金課税限度

額１０万円を１２万円に２万円引き上げるものでございます。次のページの第３条第１項につき

ましては、基礎課税限度額に係る所得割額１００分の４．４を１００分の５．５に改正するもの

でございます。第８条につきましては、介護納付金に係る所得割額１００分の０．９を１００分

の１．０に改正するものでございます。第２３条第１項につきましては、国民健康保険税の減額

を規定しており、基礎課税限度額５０万円を５１万円に、後期高齢者支援金等課税限度額１３万
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円を１４万円に、介護納付金課税限度額１０万円を１２万円にそれぞれ改正するものでございま

す。附則につきましては、第１項は施行期日、第２項は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。 

 
○議長（村尾富造君） 

 既に上程されております、議案第１２号 清里町農業振興資金条例の一部を改正する条例につ

いて、提案理由の説明を求めます。産業課長。 

 

○産業課長 

既に上程されております、議案第１２号 清里町農業振興資金条例の一部を改正する条例につ

いて、提案理由をご説明申し上げます。次のページをお開き願います。本件につきましては、農

業振興資金の貸付財源を資金造成から農協資金に変更し、貸付を受けた農業者の金利負担を軽減

するため、利子助成を行うため条例の一部を改めるものであります。それでは、別冊審議資料の

新旧対照表により内容をご説明申し上げますので、審議資料の１９ページをお開きください。変

更部分をアンダーラインで示しております。第２条の見出し、資金造成を利子助成に改め、条中

の全文を、町は、清里町農業協同組合（以下「町農協」という。）との協定に基づき、町農協から

貸付を受けた農業者の金利負担軽減を図るため利子助成を行う。に改め、第３条中、資金の額並

びにその他管理及び運用の細部を、貸付資金の額並びに利子助成率、その他の細部に改めるもの

でございます。附則において、公布の日から施行し、本年４月１日から適用するもので、改正前

条例により造成した資金は、造成額に応じて返還するものです。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。 

 

○議長（村尾富造君） 

 既に上程されております、議案第２７号 平成２３年度清里町一般会計予算から、議案第３３

号 平成２３年度清里町焼酎事業特別会計予算まで、順次提案理由の説明を求ます。 

 まず最初に、議案第２７号 平成２３年度清里町一般会計予算について、総務課長。 

 

○総務課長 

 既に上程されております、議案第２７号 平成２３年度清里町一般会計予算についてご説明申
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し上げます。まず、初めに各会計の予算総括についてご説明申し上げますので、別冊の平成２３

年度予算審議資料の表紙を１枚お開きください。平成２３年度 清里町会計別予算総括表からご

説明申し上げます。合計欄でご説明申し上げます。一般会計から焼酎事業特別会計まで、都合、

７会計の予算総額は、５０億８,５４２万円となっており、前年度当初予算との比較では６億１５

６万１千円の減、対前年度比８９．３パーセントとなっております。なお、老人保健特別会計に

つきましては、制度移行の完了により廃止とさせていただいております。なお、会計別では、一

般会計につきましては、統一地方選挙に伴い骨格予算として編成していることから、大幅な減と

なっております。介護保険並びに国民健康保険事業と後期高齢者医療特別会計につきましては、

給付実績からの予算計上を行っております。簡易水道事業につきましては、人件費の減が主たる

要因となり、対前年度比９０．３パーセント、農業集落排水事業特別会計は、起債償還額の減が

主たる要因となり、対前年度比９５．２パーセントの予算計上となっております。焼酎事業特別

会計は、製造販売計画の見直しにより対前年度比７８．６パーセントとなっております。次に、

一般会計につきましてご説明いたしますので、予算説明書の５ページをお開きください。平成２

３年度清里町一般会計予算の本文についてご説明申し上げます。予算の総額は、第１条第１項に

記載のとおり、歳入歳出それぞれ３６億６,６００万円と定めるものです。第１条第２項の第１表

歳入歳出予算につきましては、後ほど審議資料と事項別明細書によりご説明申し上げます。第２

条の地方債についても、後ほどご説明いたします。第３条の一時借入金につきましては、最高額

を５億円と定めるものです。それでは、予算書を４枚お開きいただき、１２ページをご覧くださ

い。第２表の地方債につきましては、起債の目的及び限度額等を定めるものであり、起債の件数

は、臨時財政対策債以下４件、総額１億６,１７０万円となります。次に、審議資料によりご説明

いたしますので、別冊の審議資料の１ページをお開きください。歳入の款別予算額調について、

増減の主な要因を含めご説明いたします。１款町税につきましては、町内における各産業・業種

ともに景気回復が見込まれず、横ばい状態が予想されることから、ほぼ前年度同額となる４億５

６０万 1 千円を計上いたしております。２款地方譲与税から７款自動車取得税交付金につきまし

ては、地方財政計画及び景気の落ち込み影響による自動車販売の減少による財源影響等を勘案し、

それぞれ計上いたしております。８款地方特例交付金は、子ども手当並びに恒久減税、税制改正

による減収補填として５００万円で予算計上いたしました。９款地方交付税につきましては、基

本財源となる国税５税の減収が見込まれますが、緊急的な地方経済振興と雇用創出の推進対策と

して別枠が引き続き創設され、総枠では前年度対比２．８パーセント増の予算が確保されるとさ

れておりますが、当町においては骨格予算編成となることから一部、6 月定例会以降の補正予算

の一般財源を保留させていただいた結果、当初計上額につきましては、対前年度比較２億４,５０

０万円減の２０億９,５００万円の計上となっております。なお、特別交付税制度につきましては、

2 ヵ年で６パーセント枠から４パーセントへ引き下げが行われることとなっており、平成２３年

度につきましては５パーセント枠となります。交通安全対策特別交付金につきましては、前年度

実績推計による計上となっています。１０款分担金及び負担金の、前年度比較４５８万６千円の

減は、道営畑総事業に伴う受益者負担金の当初計上減によるものです。１１款使用料及び手数料

の、前年度比較５７４万円の増は、主に光通信網ケーブル使用料によるものとなっております。

１２款国庫支出金につきましては、骨格予算編成に伴い、道路事業関係の社会資本整備交付金関

係が補正予算扱いとなったことにより１億６４４万３千円の減となっております。１３款道支出

金につきましては、社会保障関係の制度負担の伸びが見られる一方、国勢調査の終了により、全
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体としては１４４万３千円の増にとどまっています。１４款財産収入につきましては、前年度比

較４０９万２千円の減となっておりますが、金利低下による積立金利子の減によるものです。１

５款繰入金につきましては、今年度はふるさと寄付金及び住民生活に光を注ぐ交付金を財源とす

るふるさと基金からの繰入れ６６１万円のみとなっております。１６款繰越金は、前年度同額と

なっております。１７款諸収入４億２,０９１万１千円につきましては、その内３億４,９２０万円

が介護報酬収入となっております。なお、給食費負担金については２,１７３万８千円を計上いた

しております。１８款町債につきましては、先ほど予算書の第２表で説明のとおり、対前年度比

較２億１,６７０万円減の、１億６,１７０万円の当初計上となっております。次に、歳出の款別予

算額調についてご説明申し上げますので、２ページをお開きください。歳出におきましては、初

年度となる第５次総合計画及び最終年度となります第２期自立計画の着実な推進を基本としてお

りますが、統一地方選挙が実施されることから、人件費や扶助費などの義務的経費、施設の運営

管理に係る経常費、さらには継続事業費を中心とした骨格予算として編成いたしております。ま

た、平成２０年度補正予算から総務費に地域振興費を設け、緊急的な地域経済・雇用対策関係予

算の一括的計上を行ってまいりましたが、本件につきましても骨格予算編成に伴い補正予算対応

とさせていただいております。それでは、款別に主な増減の内容を含めご説明申し上げます。１

款議会費につきましては、１,５５７万９千円の増となっておりますが、議員共済制度の改正及び

財政破綻に伴う追加負担が主な要因となります。２款総務費１億６,９１１万３千円の減は、退職

者及び新規採用に伴う職員給与費の大幅減と、先ほどご説明申し上げた地域振興費の皆減による

ものです。３款民生費におきましては、２,８５０万６千円の増となっておりますが、子ども手当

及び障害者自立支援費負担金の伸びが主な要因となっております。４款衛生費は、後期高齢者医

療負担金及び予防費の大幅な伸びが見られる一方、診療所の備品整備及び清掃センター長寿命化

計画の完了により、前年度とほぼ同額の予算計上となっております。５款農林水産業費１億１７

万５千円の減は、骨格予算編成に伴い農山漁村活性化支援プロジェクト交付金事業や道営整備事

業等が補正扱いとなることによるものです。６款商工費１億６,４２１万９千円の減につきまして

は、緑清荘町単独整備事業の完了並びに団体補助及び振興対策補助事業の補正対応によるもので

す。７款土木費 1 億９,９６７万３千円の減につきましては、３線道路整備に係るＪＲ負担金の減

及び骨格予算に係る道路新設改良事業費の補正対応によるものです。８款消防費の６６０万９千

円の増は、主に分署負担金に係る人件費及び車検に伴う物件費の増によるものです。９款教育費

１,３４２万３千円の増は、小学校プールのシート更新や光を注ぐ交付金事業による図書活動事業

費の増、さらには臨時雇用関係の総務費地域振興費からの移行が主な要因となっております。１

０款公債費５６９万円の減につきましては、地方債の利子の減によるものです。１１款予備費に

つきましては、前年度同額となっております。続いて３ページをご覧ください。３ページにつき

ましては町税予算額の比較表となっており、それぞれ税目別に、平成２２年度当初予算と収入見

込額との比較を記載いたしております。表の区分欄、中ほどの比較をご覧ください。全体額では

先ほどもご説明したとおり、昨年度当初予算比較において１６０万１千円の増、率で１００．４

パーセントとなっておりますが、内、町民税は７１０万円の減で９６．５パーセント、固定資産

税は７１０万円の増で１０４．３パーセント、軽自動車税は２０万１千円の増で１０２．３パー

セント、町たばこ税は１００万円の増で１０３．７パーセント、入湯税は４０万円増で１５７．

１パーセントとなっております。４ページをお開きください。４ページは現年分の個人住民税及

び法人住民税の推計となっており、個人住民税においては収納率９７パーセントで計上し、右か



 39

ら 3 番目の欄、当初予算額は１億８,１００万円、内、給与が１億２,１８４万円、農業が３,８９

２万７千円、営業が４２６万６千円などとなっております。また、法人町民税においては収納率

１００パーセントで計上しており、当初予算計上額は１,４００万円と、昨年度と同額なっており

ます。５ページは現年分固定資産税の推計であり、比較欄をご覧ください。償却資産においては

４１０万円の増で１０７．９パーセントとなっており、国有資産等所在地市町村交付金は５００

万円で前年度同額の計上となっております。６ページをお開きください。款別、性質別予算の概

要についてご説明申し上げます。人件費につきましては、職員新規採用４名、定年及び都合退職

８名、さらには期末勤勉手当などの削減により、職員給与費分においては大幅な減となっており、

全体では対前年度比９０．１パーセントとなっております。物件費につきましては、対前年度比

９７．７パーセントとなっていますが、後ほど内容のご説明を申し上げます。維持補修費につき

ましては、１８０．７パーセントとなっておりますが、衛生費の清掃センター修繕と、教育費の

学校施設関係補修費増が要因となっております。扶助費につきましては、福祉・医療・教育に係

る扶助措置で、２億１,３５３万８千円、対前年度比１１３．１パーセントですが、民生費におけ

る子ども手当等の伸びや、衛生費における医療給付関係の増が要因となっています。補助費等に

つきましては、３億５,８６１万８千円となり、対前年度比８２．８パーセントとなっております

が、骨格予算編成に伴い、団体補助及び政策的な事業補助の補正予算対応によるものです。普通

建設事業費につきましては、対前年度比２８．３パーセントと大幅な減となっていますが、款別

予算額調べでご説明したとおり、商工費における緑清荘単独整備事業や土木費の３線道路ＪＲ負

担金事業の完了並びに骨格予算編成の影響によるものです。公債費につきましては、対前年度比

９９．４パーセントで９億５,９８２万円となっております。積立金につきましては、介護事業の

オーバーフロー及び利積み分を計上した結果、対前年比６１．９パーセントの４,７６１万５千円

となっております。投資及び出資金は皆減となります。貸付金につきましては、医療費貸付金１

０万円のみの予算計上となっています。繰出金につきましては、特別会計への繰出金となってお

り、対前年度比９４．４パーセントとなっておりますが、焼酎事業会計への繰出減が減額の主な

要因となっております。予備費については、説明を省略します。次に７ページをお開きください。

款別の物件費の内訳についてご説明いたします。平成２２年度との比較により、区分ごとの概要

につきご説明いたします。賃金につきましては、対前年度比８９．９パーセントで、地域振興対

策費への臨時的計上が皆減となっていることが主な要因です。旅費につきましては、９７．６パ

ーセントの微減となっております。交際費につきましては、前年度同額となっております。需用

費につきましては、合計２億２９５万２千円、対前年度比９５．９パーセントとなっております

が、燃油価格の上昇が見られますが全体的な経費削減等によるものです。役務費につきましても、

昨年度実施された総務費の参議院選挙事務費及び小学校統合に伴う教育費のなどの影響により、

対前年度比９２．６パーセントとなっております。委託料につきましては、施設の運営管理業務

や清掃、警備、環境保全及び調査測量等の事務事業、さらには電算や情報通信機器の保守運用に

係る経費で、合計６億４,３２５万１千円となっており、ほぼ前年度同額の９９．２パーセントと

なっております。使用料及び賃借料は、対前年度比１４０．９パーセントとなっており、総務費

の行政情報システム費に係る光ファイバーの電柱架設使用料が主な要因となっております。備品

購入費につきましては、総務費の公用車及び衛生費の診療所備品整備の減と教育費の学校図書及

び図書館の蔵書購入に伴う増の差額により、対前年度比７４．１パーセントとなっております。

続いて、８ページをご覧ください。それでは、平成２３年度一般会計予算主要施策調べについて
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ご説明いたします。なお、各事業の財源内訳につきましては、国庫支出金から一般財源まで、資

料にすべて記載しておりますので、特異的なもの以外につきましては説明を省略いたします。議

会費よりご説明申し上げます。議員共済年金追加特別負担金拠出につきましては、議員共済年金

制度の改正及び財政破綻に伴い、特別負担金として一時金の拠出を平成２３年度から２７年度ま

での５ヵ年にわたって求められており、平成２３年度分として１,５５５万２千円を計上するもの

です。続いて総務費、財産管理費、減債基金積立事業につきましては、減債基金に４,５５８万６

千円の積立を行うものであり、財源のその他につきましては記載のとおり、介護報酬収入の事業

手当超過分となっております。広報費の町勢要覧作成事業は、２２年度からの２ヵ年継続事業で

あり、２３年度においては要覧の印刷発行経費として１４０万円を計上いたしております。自治

振興費のまちづくり地域活動推進事業交付金は、総合計画及び自立のまちづくり計画重点事業と

して、自治会を主体とした自律的な地域活動を支援するため、運営交付金と事業交付金を合わせ

１,３００万円を計上いたしております。９ページをご覧ください。地上デジタル放送無線共聴施

設整備設計事業につきましては、新たな難視聴地域に指定された緑地区の難視聴の解消を図るべ

く、無線共聴施設の整備に向け設計を実施するものであり、５００万円の予算を計上いたしてま

いります。札弦センター除去事業は、資源活用交流促進施設の整備にあたり、現施設を除去する

経費として１,７５０万円の予算計上となっております。なお、只今ご説明申し上げた２事業につ

きましては、財源として過疎債の発行を申請してまいります。行政情報システム管理費光ブロー

ドバンド管理事業につきましては、国の交付金事業により整備をしました光通信網の利用にあた

り、施設の管理に要する電柱共架使用料及び修繕経費として４７３万４千円を予算計上するもの

であり、財源は全額、ＮＴＴ東日本からの光通信網使用料収入となります。開発促進費、花と緑

と交流のまちづくり事業につきましては１１年目を迎えますが、第５次総合計画におきましても

町民の皆さんと町とのパートナーシップにより、まちづくり重点事業として推進してまいります。

当初計上予算につきましては１,１５３万６千円となっておりますが、花と緑の環境づくり事業に

７６５万７千円、交流事業に３８７万９千円となっており、海外派遣研修事業につきましては補

正対応とさせていただきます。徴税費の税務経理事務補助２０８万８千円の予算計上は、記載の

農業青色申告団体に対する補助となっております。１０ページをご覧ください。選挙費の北海道

知事、議会議員選挙事業並びに町長、町議会議員選挙事業につきましては、今年度実施される統

一地方選挙に要する事務経費を計上するものです。民生費、社会福祉総務費、社会福祉協議会補

助につきましては、清里町社会福祉法人補助金交付要綱の規定により、職員２名分の人件費６９

９万円を補助いたします。難病者等通院交通費助成につきましては、障害者及び特定疾患者の通

院・通所に対し、要綱に基づき交通費の補助を行うものであり、事業費は２５０万円となってお

ります。福祉医療事業者人材確保補助事業につきましては、町内事業者の人材確保に係る財政支

援を行うものであり、1 人月額 2 万円の補助とし、１６８万円の予算を計上いたしております。

障害者自立支援費、障害者自立支援事業につきましては、平成１７年度からスタートしておりま

すが、２３年度は９,７８９万７千円を計上し、各給付、負担及び扶助を行ってまいります。なお、

事業費の負担割合は本人１割負担を原則とし、国２分の１、道４分の１、町４分の１となってお

りますので、記載の所要の財源を計上いたしております。福祉サービス事業費、福祉サービス事

業につきましては、介護保険や障害者自立支援の適用外の部分に対して、ホームヘルプサービス

事業以下、町単独の各種サービスを提供するものであり、５４０万５千円を予算計上いたしまし

た。老人福祉費、老人保健施設きよさと運営委託事業につきましては、施設と在宅介護サービス
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に要する経費として、社会福祉法人への指定管理委託経費２億９,８３０万円を計上いたしており

ます。児童福祉費、子ども手当支給事業は制度２年目を迎えますが、３歳未満につきましては月

額２万円に増額されることから、合わせて８,３８１万１千円の当初予算計上となっております。

１１ページをご覧ください。子育て支援センター運営事業につきましては、総合的な支援対策の

窓口として設置を行うとともに、共同保育の場としての事業実施を行うべく、１４９万５千円の

予算を計上させていただいております。衛生費、予防費の各種検診事業につきましては、予防を

主体として特定健康診査と相談、各種検診に要する経費として１,０４９万９千円を計上いたしま

した。予防接種事業につきましては、予防接種法に基づく乳幼児を対象とした各種接種並びに６

５歳以上を対象としたインフルエンザ予防接種に加え、昨年度補正により幼児から高校生まで対

象を拡大したインフルエンザ、さらに子宮頚がん、ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチン接種の町費全

額負担事業を継続実施すべく、所要経費として１,２２２万８千円を予算計上いたしております。

また、母子保健事業につきましては乳幼児健診と保健指導、母親学級等を行ってまいりますが、

妊婦健診の全額公費負担を含め予算額は、４８７万６千円となっております。各種医療対策費、

乳幼児医療扶助事業におきましては、町単独事業として対象を拡大し、小学校卒業までの入通院

医療費全額扶助を継続することとし、１,１８０万円を当初予算計上いたします。なお、予防対策

事業及び健康づくり事業については、審議資料の２１ページと２２ページに全体的な取り組み概

要を載せておりますのでご参照ください。保健福祉総合センター費、保健福祉総合センター運営

管理事業につきましては、３施設全般の運営経費として２,８８２万８千円の予算計上となってお

ります。清掃事業費、ごみ処理業務委託事業につきましては、収集業務及び処理業務の委託経費

として、２３年度の予算額は４,６５７万１千円を計上いたしております。農林水産業費、農業振

興費、農業経営基盤強化利子補助は制度要綱に基づく利子補助を行うものであり、４９７万１千

円を予算計上するものです。畜産業費、町営牧場整備事業につきましては、江南牧場の草地維持

のための草地改良、追肥、さらには施設修繕に要する事業費として６０３万円を計上いたしまし

た。１４ページをご覧ください。農地開発事業費、国営畑地かんがい事業斜網地域維持管理事業

については、管理経費の負担であり、１,３２７万４千円を計上いたしております。商工費の商工

振興費、コミュニティセンター維持費補助につきましては、施設の公益部分の維持管理経費とし

て６６０万円を補助してまいります。コミュニティセンター建設資金償還金補助につきましては、

コミット建設に係る償還金の補助を商工会に行うものであり、事業費は１,０７６万６千円です。

観光振興費、観光促進事業につきましては、ふるさと産業まつり等のイベント実行委員会に支援

を行うものであり、事業費は５９０万円となっております。斜里岳山小屋管理運営事業につきま

しては、指定管理に係る委託料１５４万円を計上するものです。温泉施設管理運営事業につきま

しても、同じく、パパスランド及び緑の湯の指定管理に係る委託経費として２,２７１万７千円を

計上いたしております。オートキャンプ場費及び江南パークゴルフ場費の各管理運営事業につき

ましては、それぞれの施設のシーズン中の運営に要する経費として、オートキャンプ場にありま

しては５０７万５千円、江南パークゴルフ場にありましては６３６万８千円を計上するものです。

土木費、道路橋梁費、道路橋梁及び河川指定管理業務委託事業にありましても、年間の指定管理

委託経費８,７８９万６千円を計上いたしております。道路等整備事業、４６３万２千円の予算計

上につきましては、区画線引き等の補修や測量業務等の経費の計上となります。公園費、公園等

整備管理事業につきましては、町内各公園緑地の管理・修繕経費として６１９万４千円を計上し

ており、新年度においては緑ヶ丘公園の階段や児童公園の遊具の修繕を予定いたしております。
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１６ページをご覧ください。住宅費、住宅管理費、住宅用太陽光発電システム導入補助事業につ

きましては継続事業となっており、１戸３０万円を限度額に１０戸分、３００万円を予算計上し

てまいります。住宅建設費、公営住宅建設事業は、平成２２年度補正事業からの継続事業であり、

ひまわり団地１棟６戸の建設に要する２３度分事業費６,３２９万円を計上いたしております。教

育費、教育委員会費、生涯教育（子育て支援）専門員設置事業につきましては、子育て支援の総

合的な事業展開を図るため専門職員の配置を行うものであり、事業費は１８０万円となっており

ます。教育諸費、幼稚園就園奨励費補助事業は、保護者に対する経済的負担軽減対策として支援

を行うものであり、３５８万８千円を計上いたしております。私立幼稚園運営費補助は、幼児教

育の観点から支援を行うものであり、予算計上額は５００万円となっております。遠距離通学バ

ス業務委託事業につきましては、児童生徒の通学手段確保を主体に、併せて一般町民及び清里高

校生の乗合を兼ねた地域交通として活用を行うものであり、事業費は１,８５２万円を計上いたし

ております。小中学校遠距離通学費補助事業につきましては、片道４キロ以上の通学をしている

児童生徒への通学費用支援を行うものであり、予算額は１３６万１千円の計上となっております。

清里高等学校総合支援対策事業は、平成１６年度から総合支援を行っておりますが、平成２３年

度は当初予算として７００万円の予算計上を行ってまいります。特別支援教育支援員配置事業は

新規事業となり、清里小学校及び光岳小学校に各１名の支援員を配置する経費として、２２５万

１千円を計上いたします。小学校費、学校管理費、学校プール整備事業は、老朽化した光岳・緑

町両小学校のプールシートを更新するものであり、事業経費６００万円を予算計上いたしました。

社会教育総務費、外国人英語講師招聘事業は、雇用に係る人件費等として３３５万９千円の予算

計上を行うものであり、国際理解教育や小中高校における英語教育を推進してまいります。生涯

教育費、プラネットステージ公演事業補助につきましては、実行委員会に対する補助として、２

５０万円を計上いたしております。きよさとセミナー開設事業にありましても継続事業となって

おり、地域課題に対応した観点から講座を開設すべく、８４万２千円の予算計上となっておりま

す。生涯学習総合センター費、子育て支援学童保育事業、５９４万７千円の予算計上につきまし

ては、小学校統合による低学年児童の対応を含め、保育体制の充実を図るなか事業を推進してま

いります。１８ページをご覧ください。生涯学習活動車運行業務委託事業につきましては、団体

活動の支援や生涯教育活動の推進のため、１,１６８万５千円の予算計上となっております。図書

館費、図書館図書購入事業につきましては、蔵書購入費３６０万円を予算計上するものです。保

健体育費の体育施設管理運営事業につきましては、４体育施設の運営管理経費として、３,４１０

万６千円を計上いたしております。小学校費、中学校費、社会教育費にまたがり、１月補正の光

をそそぐ交付金 知の地域づくり事業につきましては、今年度分として記載の３事業に基金から

６５０万円を充当計上いたします。１９ページ、一般会計から、各特別会計への繰出金につきご

説明申し上げます。介護保健事業に対しましては、全体給付費の１２．５パーセントが町の負担

となりますが、その負担分として４,９５５万２千円、地域支援事業分として１３万４千円、事務

費分４６７万５千円、合せまして５,４３６万１千円となります。国民健康保健事業につきまして

は、内容に記載のとおり保険基盤安定繰出金以下の法定ルールに基づく繰出分として、総額では

２,８８４万３千円を計上いたしております。なお、老人保健につきましては、先にご説明したと

おり制度移行完了により廃止となっております。後期高齢者医療特別会計」につきましては、低

所得者層の保険料軽減にかかる保険基盤安定繰出金１,１６９万４千円と事務費繰出金３５３万

８千円、合わせて１,５２３万２千円を計上いたしております。簡易水道事業につきましては、施
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設整備に伴う地方債償還に係る公債費の一般会計負担分１,３４０万８千円となっております。農

業集落排水事業につきましては、施設建設に伴う公債費償還にかかる繰出金７,７９３万円となり

ます。焼酎事業につきましては、総務費の所要充当財源分として３００万円の繰出しを行ってま

いります。なお、６特別会計への繰出金合計額は１億９,２７７万５千円となり、対前年度比１,

１５１万５千円の減となります。続いて２０ページをご覧ください。北海道後期高齢者医療広域

連合組合はじめ、４広域行政組合の負担金調べとなっておりますが、本年度の合計額は２億１,

５３１万３千円となり、前年度比９８０万８千円の増となります。それでは、予算書の説明を申

し上げます。予算書の３７ページをお開きください。歳出よりご説明申し上げますが、審議資料

の説明において主要施策、繰出金、負担金についてご説明申し上げましたので、各目毎に予算の

増減の大きなもの及び特異的事項についてのみご説明申し上げます。なお、特定財源の内訳につ

きましても先ほどご説明した地方債の内訳並びに審議資料に詳細に記載いたしておりますので、

併せて省略をさせていただきますのでご理解ください。１款議会費・１目議会費につきましては、

４節共済費の議員共済会の一時金負担拠出の当初計上により、対前年度比１,５５９万７千円の増

となっております。３８ページをご覧ください。２款総務費・給与費・１目職員給与費につきま

しては、後ほど給与明細書においてご説明申し上げますが、２節給料は特別職・一般職合わせ３

億２,２１２万９千円、３節職員手当等は１億６,３８４万４千円、４節共済費は１億２,７７万１

千円、１９節負担金補助及び交付金は８,３４３万９千円、総額では６億７,２１８万３千円となっ

ており、対前年度比較では、９,２６６万２千円の減となります。３９ページ、総務管理費・１目

一般管理費につきましては、特異的事項はございません。２目財産管理費は前年度比較２,３３８

万２千円の減は、２５節積立金の減が主な要因となっております。４１ページをご覧ください。

３目地籍管理費につきましは特異的な事項はありません。４目広報費につきましては、先ほど主

要施策でご説明いたしました。５目自治振興費７２８万６千円の増につきましては、主要施策で

ご説明申し上げた、１３節委託料の地デジ共聴施設実施設計及び１９節負担金補助及び交付金の

地域活動推進事業交付金の３００万円の増額計上によるものです。６目交通安全対策費及び次ペ

ージの７目防災対策費については、特異的事項はございません。４４ページ、８目町有林管理費

の対前年度比較３６５万８千円の増は、１５節工事請負費の町有林管理工事請負費の大幅増によ

るものです。９目支所及び出張所費については、特にありません。１０目札弦センター費１,９０

０万４千円の増につきましては、主要施策でご説明申し上げた４５ページの１５節工事請負費の

当初予算計上及び臨時職員の賃金関係の地域振興費からの移行が主な要因となります。４５ペー

ジ、１１目緑センター費１１５万千円の増につきましても、地域振興費からの賃金関係の移行に

よるものです。１２節顕彰費から１５節総合庁舎管理費までは特異的な事項はございません。な

お、各施設及び車両関係の燃油価格が大きく動いておりますので、当初予算においてはそれぞれ

末見込み価格で算定しており、年度途中の変動対応については、従前どおり、適時補正対応等に

より行っていくこととさせていただきます。４７ページをご覧ください。１６目行政情報システ

ム管理費の前年度比較６７９万５千円の増につきましては、主要施策でご説明申し上げましたが、

光ブロードバンドの利用開始にあたり、それぞれ１１節需用費、１３節委託料、１４節使用料及

び賃借料に所要経費を計上するとともに、１８節備品購入費にパソコン年次更新に係る経費を計

上したことによるものです。１７目管内町村公平委員会費は、特にありません。４９ページ、開

発促進費・１目企画振興費、前年度比較４４５万９千円の減につきましては、総合計画策定業務

の完了によるものです。５０ページ、２目土地利用計画費につきましては、特にありません。３
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目花と緑と交流のまちづくり事業費８２６万円の減は、骨格予算編成に伴う海外派遣研修事業の

補正対応によるものであります。事業内容は、主要施策でご説明いたしました。５１ページ、１

目徴税費、前年度比較２３７万２千円の減は、３年に一度実施する鑑定評価業務の完了によるも

ので、平常年並みに戻ることによるものです。５２ページ、１目戸籍住民登録費については、特

にありません。５３ページ、選挙費の１目選挙管理委員会費も、同じく特にありません。２目知

事道議会議員選挙費及び３目町長町議会議員選挙費につきましては、主要施策でご説明いたして

おります。５４ページをご覧ください。なお、参議院選挙費及び農業委員選挙費は、廃目となり

ます。５５ページをご覧ください。７項統計調査費・１目各種統計調査費、前年度比較２９７万

６千円の減は、国勢調査の完了によるものです。監査委員費につきましては、特異的な事項はご

ざいません。地域振興費 地域振興対策費につきましては骨格予算の編成に伴い、先ほどご説明

したとおり当初予算においては廃目扱いとなります。民生費・１目社会福祉総務費、前年度比較

１９８万１千円の減につきましては、次のページの１９節負担金補助及び交付金の社会福祉協議

会補助と福祉医療従事者人材確保補助の実績見込み計上によるものです。２目障害者自立支援費

１,１３７万円の増は、５８ページの１９節負担金補助及び交付金の施設介護給付費の伸びによる

ものです。３目福祉サービス事業費につきましては先ほど主要施策でご説明いたしました。予算

額の変動はありません。５９ページ、４目老人福祉費、前年度比較１,１７３万２千円の増につき

ましては、１３節委託料の老人保健施設きよさと運営業務委託料の増が主な要因となっておりま

す。５目地域包括支援センター費は、育児休業による臨時専門職員雇用に係る経費の減が要因と

なり、前年度比較３６０万１千円の減となります。６目国民年金事務費は特にありません。６１

ページ、１目児童母子福祉費１,１５５万５千円の増は、２０節扶助費の子ども手当によるもので

す。２目保育所費、対前年度比較は６０万７千円の減となっておりますが、新栄季節保育所閉所

に係る補助金が減となる一方、臨時補助職員の経費が地域振興費から移行したことによる差額に

よるものです。３目子育て支援センター費につきましては、特異的なものはございません。続い

て衛生費についてご説明いたします。６３ページをご覧ください。１目保健衛生総務費１,１６７

万７千円の減につきましては、昨年度整備を行いました診療所器具購入事業の完了が主たる要因

となっております。２目予防費７１４万８千円の増につきましては、主要施策でご説明いたしま

したとおり、昨年１１月補正でインフルエンザワクチン接種の対象者拡大及び子宮頚がんワクチ

ンなど、新たな３予防ワクチン接種事業を全額町費用負担で行うこととしましたが、所要経費に

ついて当初予算計上したことによるものです。３目各種医療対策費、対前年度比較３３４万４千

円増の主な要因は、６５ページ、２８節繰出金の後期高齢者両特会の伸びによるものです。４目

環境衛生費６３７万円の減につきましては、次の６５ページ、２８節の農業集落排水事業繰出金

の減が主な要因となっております。５目保健福祉総合センター費３６９万４千円の増につきまし

ては、物件費となる１１節の需用費、燃料費及び光熱水費の増が主な要因となっています。なお、

特定財源のその他１,９７４万円は、老健及び診療所からの経費負担歳入となっています。６７ペ

ージ、１目清掃事業費、対前年度比較１５９万６千円の増につきましては、長寿命化計画完了と

１１節需用費の修繕料及び１３節委託料の清掃ーセンター機器類保守点検業務委託料の計上差額

によるものです。６８ページをご覧ください。５款農林水産業費・１目農業委員会費につきまし

ては、特異的事項はありません。６９ページ、２目農業振興費の２,２２８万１千円の減は、骨格

予算編成に伴う農業振興補助事業補正対応及び次のページ、２８節繰出金の焼酎事業特別会計繰

出金の減が要因となっております。３目畜産業費の対前年度比較４７６万６千円の増は、主要施
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策でご説明申し上げた、１３節委託費及び１５節工事請負費に計上いたしております江南牧野整

備事業によるものです。なお、特定財源のその他２８０万円は牧野使用料となっております。７

１ページをご覧ください。４目農地開発事業費、対前年度比較１６３万６千円の増につきまして

は、国営畑地かんがい事業斜網地域維持管理協議会負担金及び基幹水利施設管理事業関係市町村

負担金の増によるものです。なお、特定財源のその他１,１７９万５千円につきましては受益者負

担金となります。５目道営整備事業費、対前年度比較１,５６６万４千円の減つきましては、骨格

予算に伴う事業費負担金の補正対応によるものです。６目清里地域資源活用交流促進施設費２７

７万６千円につきましては、１１節需用費から１４節使用料及び賃借料まで、町民会館の運営管

理経費の計上となっております。なお、特定財源のその他９０万円は使用料となります。また、

農山漁村活性化対策費は政策的な事業となることから、当初予算においては廃目扱いとなります。

７２ページ、１目林業振興費、前年度比較１,７８２万７千円の減につきましても、製材等流通補

助事業につきまして、政策的な事業となることから当初予算においては計上しないことによるも

のです。７３ページ、２目自然保護対策費につきましては、特異的事項はございません。続いて、

６款の商工費についてご説明いたします。１目商工振興費の対前年度比較１,８５７万１千円の減

につきましても、骨格予算編成により団体補助及び振興事業補助については補正対応とさせてい

ただいていることによるものです。７４ページをご覧ください。２目観光振興費は観光費と温泉

施設費を統合した新目として新たに目を設けておりますが、主要施策でご説明申し上げました１

３節委託料に指定管理施設の委託料を、１９節負担金補助及び交付金にイベント実行委員会の補

助金を計上いたしております。７５ページ、３目オートキャンプ場費及び次の７６ページ、４目

江南パークゴルフ場費につきましては、特異的な事項はありません。特定財源のその他につきま

しては、いずれも使用料となります。なお、観光費及び７７ページの温泉施設費は科目の統合に

より廃目とします。続いて、土木費をご説明申し上げます。７７ページをご覧ください。１目道

路橋梁費、対前年度比較４４８万４千円の減は、骨格予算に伴う１３節委託料の測量業務委託料

の当初計上事業量減によるものです。７８ページ、２目道路新設改良費の対前年度比較１億７,

７６０万９千円の減は、４線道路工事が補正による前年度繰越事業となるとともに、骨格予算に

伴う交付金事業の補正まわし、さらには３線道路工事のＪＲ負担金事業の完了が要因となってお

ります。７９ページ、１目公園費３６１万円の対前年度比較の増は、緑が丘公園及び児童公園の

修繕経費を１１節需用費において計上させていただくことによるものです。１目住宅管理費、対

前年度比較１,１１６万９千円の増につきましては、町営住宅の管理体制強化に伴う７節賃金関係

の増額と、８０ページ、住宅用太陽光発電システム導入補助の地域振興費からの移行、さらには

１５節に計上しております修繕事業の増額によるものです。８０ページ、２目住宅建設費は主要

施策でご説明申し上げました。なお、事業位置図を審議資料２３ページに添付しておりますので

ご参照ください。８１ページ、消防費につきましては、前年度比較６６０万９千円の増となって

おりますが、内容は先ほど款別の歳出の中でご説明いたしました。続いて、教育費についてご説

明申し上げます。教育総務費の１目教育委員会費から８２ページの、２目教育諸費については、

特的事項はございません。なお、主な事業につきましては主要施策でご説明申し上げております。

８４ページをご覧ください。小学校費 １目学校管理費、対前年度比較４０７万４千円の減は、

統合による需用費及び役務費関係、さらには学校用務業務委託、及び机・椅子更新事業の完了に

伴う減と、８５ページの１５節工事請負費の増の差額によるものとなっております。２目教育振

興費の対前年度比較３７万３千円の増は、統合により１１節の需用費が減となっておりますが、
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１８節備品購入費 図書購入費の増の差額がその要因となっております。８６ページをご覧くだ

さい。中学校費の１目学校管理費につきましては燃料費及び修繕料、さらには備品購入費の増に

より、全体では対前年度比較２０２万２千円の増となっております。２目教育振興費９０万２千

円の増につきましては、小学校費同様、１８節備品購入費に計上しております、図書購入費の増

によるものです。続いて、社会教育関係についてご説明いたします。８７ページをご覧ください。

１目社会教育総務費につきましては、特にありません。８８ページ、２目生涯教育費につきまし

ては、各種団体補助が骨格予算編成に伴い補正扱いとさせていただいたことが主な要因となり、

対前年度比較で２４０万４千円の減となっております。８９ページ、３目生涯学習総合センター

費、対前年度比較４７７万４千円の増は、燃料費及び修繕料に加え、学童保育指導員の増員に伴

う賃金関係、さらには印刷機更新による次のページの１８節備品購入費のなどの伸びによるもの

です。９１ページをご覧ください。４目図書館費４５８万２千円の増は、光をそそぐ交付金事業

による臨時職員の増員及び図書購入費の増によるものです。なお、特定財源の４５０万円は１月

臨時会において補正いたしました、国からの交付金を財源とする、ふるさと基金からの繰入金と

なります。９２ページをご覧ください。１目保健体育総務費から９４ページの４目札弦トレーニ

ングセンター費までは、特異的事項はありません。なお、それぞれの対前年度比較の微増は、地

域振興費からの臨時職員雇用関係の移行及び燃料費の増によるものです。９４ページをご覧くだ

さい。５目スキー場管理費の対前年度比較３５６万６千円の増につきましても、臨時職員雇用経

費の地域振興対策費からの移行によるものとなっております。９５ページ、６目学校給食センタ

ー費９４万８千円の増につきましては、燃料費の増によるものであり、特異的事項はございませ

ん。９７ページ、公債費につきましては、元金及び利子を合わせ、９億５,９８２万円を計上いた

しております。内容につきましては、冒頭の予算額調べの歳出でご説明いたしております。また、

予備費につきましては、前年同額の１００万円の計上となっております。続いて、給与明細書に

つきましてご説明いたしますので９９ページをご覧ください。１の特別職の長等と議員数につい

ては増減がありませんが、その他の９２名の減は、国勢調査実施に伴う統計調査員及び総合計画

策定に伴う総合開発審議会臨時委員、さらには社会教育計画策定委員の減によるものです。比較

の合計欄、長等におきましては前年度比較３６万６千円の減、議員においては議員共済会一時金

の負担により１,５１５万７千円の増、その他においては４３５万１千円の減となり、合計では１,

０４４万円の増となります。１００ページをご覧ください。一般職につきましては、職員数は採

用４名退職１０名により、６名の減となります。また、給与費につきましては６,０４７万円の減

となり、共済費は１,５９１万８千円の減、合計では７,６３８万８千円の減となります。職員手当

の内訳及び給料及び職員手当ての増減額の明細は、それぞれ記載のとおりとなっております。１

０１ページから１０７ページについては、給料及び職員手当ての状況を記載しておりますが、清

里町におきましては全て国家公務員給与に準拠しており、町単独の割増し措置等を一切行ってお

りません。続いて１０８ページをご覧ください。本票は、債務負担の支出予定額等に係る調書と

なっており、前年度となります平成２２年度までの債務負担行為は、ディサービスセンター建設

に伴う償還金補助事業から、１１１ページの緑温泉の指定管理事業まで、都合２７件となってお

ります。当該年度、平成２３年度以降の支出予定額につきましては、同じくディサービスセンタ

ー建設に伴う償還金補助事業以下、２５件、総額３億８,０９３万２千円となっていますが、平成

２２年度中においては、高齢者居室整備資金利子等助成事業（その２）の終了により、６,３４８

万４千円の減となっております。それでは、１１２ページと１１３ページをご覧ください。本表
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は、地方債の現在高調べとなっております。１１３ページの合計欄でご説明いたします。前前年

度、平成２１年度末の現在高は、８８億２,１９３万１千円。前年度、平成２２年度末の現在高見

込額は、８５億８,９８７万２千円。当該年度、平成２３年度中の起債見込額は１億６１７０万円。

当該年度、平成２３年度の元金償還見込額は８億１,３３１万７千円。当該年度末、平成２３年度

末の見込額は、７９億３,８２５万５千円となります。次に、歳入についてご説明申し上げますの

で、１５ページへお戻りください。歳入につきましては、前段の審議資料の説明と事項別明細書

において、ご説明申し上げました。また、特定財源の主な内訳についても資料に記載をいたして

おりますので総括表で概要のみご説明いたします。１款町税から１０款交通安全対策特別交付金

までと、１７款繰越金、１９款町債のうち臨時財政対策債、合せまして２８億４,１８０万１千円

が一般財源となります。したがいまして、特定財源につきましては国道支出金等合せまして８億

２,４１９万９千円となります。以上で説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

次に、議案第２８号 平成２３年度清里町介護保険事業特別会計予算について、保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長 

既に上程されております、議案第２８号 清里町介護保険事業特別会計予算について説明申し

上げます。説明につきましては予算書の中ほど、薄茶色の仕切りから介護保険事業特別会計とな

りますので、３ページと別冊の予算審議資料、これについても薄茶色の次のページの介護保険特

別会計の１ページをお開きください。第１条第１項につきましては、予算の総額と歳入・歳出そ

れぞれ４億２２７万２千円とするものであります。第１条第２項につきましては、後ほど事項別

明細書により説明を申し上げます。第２条につきましては、一時借入金の最高限度額を３千万円

と定めるものであります。第３条につきましては、歳出予算の流用を定めるものであり、第１項

第１号については、同一款内での流用を定めるものであります。次に、予算審議資料１ページの

介護保険事業特別会計総括表でご説明いたします。平成２３年度の予算総額は４億２２７万２千

円で、前年度対比で２７８万９千円の増額であり、率にしまして１００．７パーセントでありま

す。歳入の款における主な内容について前年対比額で説明いたします。1 款、２款の介護保険料・

使用料及び手数料については説明を省略いたします。３款国庫支出金６８万１千円、４款道支出

金４２万７千円、５款支払基金交付金８４万９千円の増額につきましては、歳出の２款保険給付

費の増額によるものであります。６款の財産収入は説明を省略し、７款繰入金３７万５千円の増

額は一般会計繰入金の増額分であります。８款繰越金、９款諸収入は説明を省略いたします。次

も前年対比で主な内容について説明いたします。１款総務費は説明を省略いたします。２款保険

給付費２９８万４千円の増額は、居宅介護サービス給付費、施設介護サービス給付費、高額会議

サービス給付費、特定入所者介護サービス給付費の増加によるものであります。3 款地域支援事

業費、４款基金積立金、５款公債費については説明を省略いたします。次に予算書にお戻りいた

だき、介護保険特別会計の２１ページの歳出をお開きください。歳出の主なもの、特定財源につ

いて説明申し上げます。総務費・1 目一般管理費は、介護保険に関わる事務経費で、特定財源の

その他９５万６千円は繰入金であります。次の１目賦課徴収費については保険料徴収に係る事務

経費で、特定財源その他２９万３千円は繰入金であります。２２ページをお開きください。１目

介護認定審査会費は、網走市外 3 町の認定審査会負担金で、特定財源その他の１９４万４千円は



 48

繰入金であります。次の２目認定調査費は、介護保険認定調査に関わる経費で、これについても

特定財源その他１６１万７千円は繰入金であります。次の保険給付費・1 目居宅介護サービス給

付費つきましては、ホームヘルプサービス、訪問看護、デイサービス、デイケア、短期入所など

の居宅介護が１０３万７千円、福祉用具購入が６３万円、手摺取り付け等住宅改修費が１５６万

円であり、ケアプラン作成などの居宅介護サービス計画給付費が１４１万円となっており合計１

億１,９９９万円となります。特定財源その他は、支払基金交付金から３,５９９万７千円、繰入金

が１,５５２万７千円となり、合計で５,１５２万４千円であります。２目施設介護サービス給付費

２億３,８６０万円につきましては、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設に関わる給付費用で

あります。特定財源その他は、支払基金交付金７,１５８万円、繰入金３,０８７万８千円で合計１

億２４５万８千円となります。３目審査支払手数料３５万７千円は、国保連合会に対する介護報

酬審査支払手数料で、特定財源その他は１０万７千円、繰入金が４万５千円となります。次の２

３ページ、１目高額介護サービス等費８４０万円は、自己負担限度額を超えた場合の給付であり、

特定財源その他は、支払基金交付金２５２万円、繰入金１０９万１千円、合計で３６１万１千円

であります。次の１目高額医療合算介護サービス等費８０万円につきましては、医療給付と介護

給付の合算額が自己負担額を超えた場合の給付であり、特定財源その他は、支払基金交付金が２

４万円、繰入金が１０万３千円で合計３４万３千円であります。次の１目特定入所者介護サービ

ス等費２,８２７万２千円については、居住費や食費は原則利用者負担となっておりますが、低所

得の方は負担の上限を設定し、上限額と利用者負担の差額を保険給付で行います。特定財源その

他は、支払基金交付金で８４８万１千円、繰入金が３６５万９千円で、合計１,２１４万円となり

ます。次の２４ページ、地域支援事業費・１目介護予防事業費８０万３千円は、高齢者を対象と

した介護予防にかかる事務経費で、特定財源その他は支払基金交付金から２４万円、繰入金が１

０万３千円で合計３４万３千円となります。次の１目任意事業費１７万円につきましては、在宅

介護の負担軽減と介護技術の普及向上を図るための事業であり、特定財源その他については、繰

入金３万４千円であります。次の基金積立金・公債費については省略させていただきます。次に

歳入につきましては９ページの総括表で説明をいたします。１款の介護保険料６,８３０万２千円、

２款の使用料及び手数料２千円、８款の繰越金１００万円、９款の諸収入５２万９千円の６,９８

３万３千円が一般財源であり、３款の国庫支出金から７款の繰入金まで、合計３億３,２４３万９

千円が特定財源となります。以上で予算説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

次に、議案第２９号 平成２３年度清里町国民健康保険事業特別会計予算について、町民課長。 

 

○町民課長 

既に上程されております、議案第２９号 平成２３年度清里町国民健康保険事業特別会計予算

についてご説明申し上げます。予算説明書の黄色の間仕切りの３ページをご覧ください。第１条

第１項につきましては、予算の総額を歳入・歳出それぞれ６億９,９１８万２千円と定めるもので

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。第２条につ

きましては、一時借入金の限度額を５千万円と定めるものです。第３条につきましては、歳出予

算の流用について定めるものであり、第１項第１号において保険給付費については、同一款内で

の流用を認める規定であります。それでは、予算審議資料の黄色の紙の１ページ総括表でご説明
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いたします。歳入、歳出の合計額では、前年度対比で４７５万８千円の減額、比率で９９．３パ

ーセントとなっております。次に、歳入の款ごとにおける予算額を前年度対比でご説明申し上げ

ます。１款国民健康保険税１,３１０万円の増は、保険税率及び負担上限額の改正によるものです。

２款使用料及び手数料については、増減はありません。３款国庫支出金５,９６４万４千円の増は、

療養給付費負担金及び財政調整交付金の増によるものです。４款療養給付費交付金６００万円の

減は、退職被保険者の医療費の減によるものです。５款前期高齢者交付金９,９２０万円の減は、

前期高齢者医療費の減及び平成２１年度分に係る減額精算によるものです。６款道支出金１,０９

６万３千円の増は、財政調整交付金の増によるものです。７款共同事業交付金、８款財産収入に

ついては、増減はございません。９款繰入金１,５６９万９千円は、基金繰入金の１,５００万円

の増が主なものです。１０款繰越金については９０万円の増になっております。１１款諸収入１

１万６千円の増は、特定検診の受診者数の増によるものです。続いて、歳出についてご説明申し

上げます。１款総務費３２万８千円の増は国保総合システム運営費負担金が主なものです。２款

保険給付費３８３万円の増については医療費の実績を基に医療費等を推計、積算いたしておりま

す。３款後期高齢者支援金等４００万円の増は、高齢者の医療費の増加によるものです。４款前

期高齢者納付金等１０万円の増は、いずれもルール計算によるものです。５款老人保健拠出金１,
３９９万９千円の減は、老人保健の廃止によるものです。６款介護納付金１１０万円の増は、第

２号被保険者に係る納付額の増加によるものです。７款共同事業拠出金７０万３千円の減は、高

額医療費共同事業拠出金５７万２千円の増、保険財政共同安定化事業拠出金１２７万５千円の減

でございます。８款保健事業費５３万２千円の増は、特定健診受診者の増加によるものです。９

款基金積立金、１０款公債費及び１１款諸支出金は、増減ございません。２ページをお開きくだ

さい。２ページは、款別、性質別、節別の予算分類表ですが、内容につきましては省略させてい

ただきます。次の３ページは、主要施策事業調べであり、事業の内容・財源内訳についても記載

しておりますので、後ほどご参照ください。それでは、歳出についてご説明申し上げますので先

ほどの予算説明書の２３ページをお開きください。歳出の特異的なものと、特定財源について説

明申し上げます。なお、予算審議資料３ページの主要施策事業調べに記載されております、科目

につきましては、特定財源の説明を省略させていただきます。最初に、１款総務費・１項総務管

理費・１目一般管理費については、特異的なものはありません。特定財源の国道支出金６７万６

千円は、道の特別調整交付金であり、その他２７４万３千円は一般会計繰入金であります。２項

徴税費・１目賦課徴税費につきましても、特異的なものはありません。 次のページをお開きくだ

さい。３項運営協議会・１目運営協議会費につきましても、特異的なものはありません。特定財

源その他１６万６千円は一般会計繰入金であります。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から、５目審査支払手数料までは、過去の実績と推計により予算計上いたし

ております。２項高額寮費・１目一般被保険者高額療養費から４目退職被保険者等高額介護合算

療養費につきましても、医療費推計により積算しております。次の２６ページの３項移送費から

５項葬祭諸費までにつきましては、特異的なものはございません。３款後期高齢者支援金等・１

目後期高齢者支援金の増は、高齢者医療費の増によるものです。２目後期高齢者関係事務費拠出

金につきましては、特異的なものはありません。４款前期高齢者納付金等・１目前期高齢者納付

金等及び ２目前期高齢者関係事務費拠出金につきましては、特異的なものはありません。５款

老人保健拠出金・1 項老人保健拠出金・１目老人保健医療費拠出金の大幅な減は、平成２２年度

で原則事業終了によるものです。２目老人保健事務費拠出金につきましても同様であります。次
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のページの６款介護納付金、７款共同事業拠出金、８款保険事業費につきましては、審議資料の

３ページ主要施策事業調べをご参照いただき、説明は省略させていただきます。３０ページの９

款基金積立金の特定財源のその他１千円は財産収入であります。１０款公債費及び１１款諸支出

金につきましても、特異的なものはございません。それでは、１１ページにお戻りいただき、歳

入について、総括でご説明申し上げます。３款国庫支出金から９款繰入金まで、及び１１款諸収

入の内７４万９千円、合計で４億７,３３５万９千円が特定財源であり、１款国民健康保険税、２

款使用料及び手数料及び１０款繰越金、１１款諸収入の内１万３千円、合わせて２億２,５８２万

３千円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） 

次に、議案第３０号 平成２３年度清里町後期高齢者医療特別会計予算について、町民課長。 

 

○町民課長 

既に上程されております、議案第３０号 平成２３年度清里町後期高齢者医療特別会計予算に

ついてご説明申し上げます。予算説明書の緑色の仕切り３ページをご覧ください。第１条第１項

につきましては、予算の総額を、歳入・歳出それぞれ５,５４６万９千円と定めるものです。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。それでは、予算審議

資料の緑色の紙１ページの総括表をご覧ください。歳入・歳出の合計額では、前年度対比で３３

４万５千円増額、比率で１０６．４パーセントとなっております。次に、歳入の款ごとにおける

予算額を前年度対比でご説明申し上げます。１款後期高齢者医療保険料２９９万６千円の増は、

保険料の現年度分が２９７万７千円、滞納繰越分１万９千円の増であります。２款使用料及び手

数料は、増減ございません。３款特別対策事業交付金は１万２千円の減となります。４款繰入金

３６万１千円の増は、保険基盤安定繰入金１０万３千円と事務費繰入金２５万８千円の増であり

ます。５款繰越金及び６款諸収入につきましても増減ございません。続いて、歳出についてご説

明申し上げます。１款総務費３２万円増主なものは、役務費３０万８千円の増であります。２款

後期高齢者医療広域連合納付金３０２万５千円の増は、保険料負担分が２９９万６千円の増、保

険基盤安定負担金１０万３千円の増、事務費負担金は７万４千円の減であります。３款諸支出金

は、増減ございません。次の２ページは、款別・性質別・節別・予算分類表ですが、内容につき

ましては後ほどご覧いただき、説明は省略させていただきます。３ページは、主要施策事業調べ

であり、事業の内容・財源内訳についても記載しておりますので後ほどご参照ください。それで

は、歳出についてご説明申し上げますので、予算説明書の１９ページをお開きください。１款総

務費・１目一般管理費３２万６千円の増は、被保険者証の送付に係る通信運搬費が主なものです。

特定財源その他１００万９千円は、一般会計繰入金９７万９千円、特別対策事業交付金３万円で

あります。２項徴収費・１目徴収費につきましては、特異的なものはありません。特定財源その

他２７万８千円は一般会計繰入金であります。２款後期高齢者医療広域連合納付金３０２万５千

円の増は、保険料負担金２９９万６千円及び保健基盤安定負担金１０万３千円の増、事務費負担

金が７万４千円の減であります。特定財源その他１,３９７万５千円は、一般会計繰入金でありま

す。次の２０ページをお開きください。３款諸支出金・１目保険料還付金５万１千円につきまし

ては、特異的なものはありません。特定財源その他５万１千円は、保険料還付金５万円、還付加

算金１千円であります。それでは、９ページにお戻りいただき、歳入について、総括でご説明申
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し上げます。３款特別対策事業交付金、４款繰入金、６款諸収入の内５万１千円、合計１,５３１

万３千円が特定財源であり、１款後期高齢者医療保険料、２款使用料及び手数料、５款繰越金、

6 款諸収入の内１千円、合わせて４,０１５万６千円が一般財源であります。以上で、説明を終わ

ります。 

 

○議長（村尾富造君） 

次に、議案第３１号 平成２３年度清里町簡易水道事業特別会計予算について、建設課長。 

 

○建設課長 

既に上程されております、議案第３１号 平成２３年度清里町簡易水道事業特別会計予算につ

いてご説明を申し上げます。予算説明書の水色の仕切りをお開きいただき３ページをご覧くださ

い。第１条第１項につきましては、予算の総額を、歳入歳出それぞれ７,５６０万３千円と定める

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いたします。次に、

審議資料によりご説明いたしますので、別冊の審議資料の水色の仕切り、簡易水道事業特別会計

の１ページをお開きください。平成２３年度簡易水道事業特別会計予算総括表をご説明申し上げ

ます。歳入歳出の予算合計額は７,５６０万３千円となっており、前年度当初予算との比較では、

８１０万４千円の減、対前年度比９０．３パーセントとなっております。歳入の款ごとにおける

予算額を対前年度比においてご説明いたします。１款使用料及び手数料につきましては、平成２

２年度実績を参考にしながら、前年度比較１０万円増の５,０６０万１千円を計上いたしておりま

す。２款財産収入につきましては、前年度比較８万円の減となっていますが、基金利子の減によ

るものです。３款繰入金につきましては、前年度比較８１２万４千円の減となっており、内訳は、

一般会計繰入金５０万９千円の減、簡易水道施設整備基金繰入金７６１万５千円の減であります。

４款繰越金及び５款諸収入につきましては、前年度同額を計上しており増減はありません。次に

歳出の款ごとの予算額を説明いたします。１款総務費につきましては、主な要因として職員数減

に伴い前年度比較７２３万４千円の減となっております。２款施設費につきましては、町単独事

業の実施設計委託料及び水道メーター器更新事業によるものであり、前年度比較で１０万円の増

となっております。３款公債費の８９万円の減につきましては、内訳は、元金償還金４２万３千

円の減、利子償還金４６万７千円の減となっております。４款基金積立金の８万円の減は、簡易

水道施設整備基金積立金の減であります。２ページをお開きください。２ページは、款別・性質

別・節別の予算分類表であり、説明は省略させていただきます。３ページをご覧ください。平成

２３年度簡易水道事業における主な事業内容についてご説明いたします。水道メーター器更新事

業につきましては、計量法に基づき８年を経過した水道メーターを更新するものであり、第１施

設２３９箇所、第２施設４１箇所、合計２８０箇所実施するものであります。事業費として１,
６８０万円を計上いたしております。特定財源９５６万８千円は、簡易水道基金繰入金でありま

す。それでは予算書の説明を申し上げます。歳出よりご説明いたしますので、簡易水道事業特別

会計予算の１７ページをお開きください。歳出の特異的事項と、財源内訳についてご説明いたし

ます。１７ページから１８ページの１款総務費・１項総務管理費・１目一般管理費につきまして

は、当会計に属する職員１名分の人件費と通常の施設管理に必要な物件費を計上しております。

１３節委託料の水道メーター検針業務につきましては、電話回線検針から、検針員による検針へ

水道メーター器更新時期に合わせ、順次移行することとしており、前年度対比、微増となってお
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ります。また、施設点検委託料につきましては、事務の効率化を図るために、町内に所在する配

水池などの施設の日常的な機器点検などを業務委託するものであり１８５万円計上しております。

１８ページ、１款施設費・１項施設整備費・１目施設整備費につきましては、先ほど主要施策で

ご説明した水道メーター器更新事業費及び町単独工事の実施設計委託料を計上しており、特定財

源のその他９５６万８千円は簡易水道基金からの繰入金であります。１９ページをご覧ください。

３款公債費、４款基金積立金につきましては、総括表でご説明したとおりであり、特異的な事項

はありません。公債費の特定財源のその他１,３４０万８千円は一般会計からの繰入金であります。

また、基金積立金の特定財源のその他２万５千円は、簡易水道施設整備基金利子でございます。

２０ページから２７ページにつきましては、職員１名分の給与費明細書であり、一般会計と同様

の内容、様式となっておりますので、説明を省略させていただきます。続いて２８ページをご覧

ください。本表は、地方債の現在高調べとなっております。区分は簡易水道債と過疎債であり、

合計欄でご説明いたします。前々年度、平成２１年度末現在高は３億８３９万７千円。前年度、

平成２２年度末現在高見込額は２億８,１３１万円。当該年度、平成２３年度中の元金償還見込額

は２,６６６万４千円。当該年度末、平成２３年度末の現在高見込額は２億５,４６４万６千円と

なる見込みであります。次に、歳入についてご説明申し上げますので、９ページへお戻りくださ

い。歳入につきましては、前段の審議資料においてご説明申し上げましたので、総括表でご説明

申し上げます。１款使用料及び手数料、４款繰越金、５款諸収入それらの合計５,２６０万２千円

が一般財源であり、２款財産収入、３款繰入金合わせまして２,３００万１千円が特定財源となり

ます。以上で、説明を終わります。 
 

○議長（村尾富造君） 

次に、議案第３２号 平成２３年度清里町農業集落排水事業特別会計予算について、建設課長。 

 

○建設課長 

既に上程されております、議案第３２号平成２３年度清里町農業集落排水事業特別会計予算に

ついてご説明申し上げます。予算説明書の薄紫色の仕切りをお開きいただき３ページをご覧くだ

さい。第１条第１項につきましては、予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１,６１７万４千円と定

めるものです。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いたします。次

に、審議資料によりご説明いたしますので、別冊の審議資料の薄紫色の仕切り、農業集落排水事

業特別会計の１ページをお開きください。平成２３年度農業集落排水事業特別会計予算総括表を

ご説明申し上げます。歳入歳出の予算合計額は１億１,６１７万４千円となっており、前年度当初

予算との比較では、５８８万１千円の減、対前年度比９５．２パーセントとなっております。歳

入の款ごとにおける予算額を対前年度比においてご説明いたします。１款分担金及び負担金につ

きましては、増減はございません。２款使用料及び手数料につきましては、平成２２年度実績を

参考にしながら前年度比較３万円減の３,６６２万３千円を計上いたしております。３款財産収入

につきましては、増減はございません。４款繰入金につきましては、一般会計繰入金であり、前

年度比較６０５万１千円の減となっております。５款繰越金につきましては、実績に基づき２０

万円の増額を計上いたしております。６款諸収入は、前年度同額を計上しており増減はありませ

ん。次に歳出の款ごとの予算額を説明いたします。１款総務費３万９千円の減につきましては、

職員手当及び委託料の減によるものであります。２款事業費９万４千円の減につきましては、役
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務費の減によるものであります。３款公債費につきましては、５７４万８千円の減となっており

ますが、内訳は、元金償還金４２８万３千円の減、利子償還金１４６万５千円の減となっており

ます。２ページをお開きください。２ページは、款別・性質別・節別の予算分類表であり、ご説

明は省略させていただきます。３ページをご覧ください。平成２３年度農業集落排水事業におけ

る主な事業内容についてご説明いたします。公共桝の新設工事として２箇所７０万円の事業費、

処理施設２箇所の機器修繕費として２７０万円の事業費、合わせまして３４０万円を計上いたし

ております。特定財源１０万円は、農業集落排水施設分担金であります。それでは、予算書の説

明を申し上げます。歳出よりご説明いたしますので、農業集落排水事業特別会計予算の１７ペー

ジをお開きください。歳出の特異的事項と、財源内訳についてご説明いたします。１款総務費・

１目一般管理費につきましては、当会計に属する職員１名分の人件費等であり、特異的な事項は

ありません。１７ページ下段から１８ページをご覧ください。２目施設管理費につきましても、

特異的なものはありません。特定財源のその他２万円は財産収入の生産物売払収入であります。

１８ページ、２款事業費・１目農業集落排水事業費につきましては、先ほど主要施策でご説明し

た町単独事業及び札弦地区の２ヵ年分の下水道台帳整理を行う委託料を計上しており、特定財源

のその他１０万円は農業集落排水施設分担金であります。１９ページをご覧ください。３款公債

費につきましては、地方債の元金及び利子と合わせて５７４万８千円の減となっています。特定

財源のその他７,７９３万円は、全て一般会計からの繰入金であります。２０ページから２７ペー

ジにつきましては、職員１名分の給与費明細書であり、一般会計と同様の内容、様式となってお

りますので、ご説明を省略させていただきます。続いて２８ページをご覧ください。本表は、地

方債の現在高調べとなっております。区分は下水道債、特例債、過疎債であり、合計欄でご説明

いたします。前々年度、平成２１年度末現在高は８億３,５７８万３千円。前年度、平成２２年度

末現在高見込額は７億７,２６２万６千円。当該年度、平成２３年度の元金償還見込額は５,８８

７万４千円。当該年度末、平成２３年度末の見込額は７億１,３７５万２千円となります。次に、

歳入についてご説明申し上げますので、９ページへお戻りください。歳入につきましては、前段

の審議資料においてご説明申し上げましたので、総括表でご説明申し上げます。２款使用料及び

手数料、５款繰越金、６款諸収入それらの合計３,８１２万４千円が一般財源であり、２款分担金

及び負担金、３款財産収入、４款繰入金合わせまして７,８０５万円が特定財源となります。以上

で、説明を終わります。 
 
○議長（村尾富造君） 

次に、議案第３３号 平成２３年度清里町焼酎事業特別会計予算について、焼酎事業所副所長。 

 

○焼酎事業所副所長 

既に上程されております、議案第３３号 平成２３年度清里町焼酎事業特別会計予算について、

ご説明申し上げます。予算説明書のうぐいす色の仕切りの次のページ、３ページをお開きくださ

い。それではご説明いたします。第１条第１項につきましては、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

７,０７２万円と定めるものです。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

明いたします。第２条につきましては、一時借入金の限度額を２千万円と定めるものです。続き

まして、別冊の予算審議資料でご説明いたしますので、審議資料のうぐいす色の次の１ページ、

予算総括表をお開きください。平成２３年度の歳入歳出予算額の合計は７,０７２万円であり、前
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年度との比較金額では１,９２０万円の減であり、前年度対比で７８．６パーセントであります。

歳入の款別における、前年度比較金額の主な内容について申し上げます。１款財産収入は１,２８

０万円の減額であります。販売内訳につきましては、３ページの平成２３年度焼酎等製造販売計

画表の２．販売計画に記載のとおり、販売本数につきましては、焼酎製品で７万９００本、水製

品で８千本であり、販売額の合計は６,７２０万円で計画いたしております。２款繰入金は６４０

万円の減額であります。３款繰越金、４款諸収入は前年度と同額であります。次に歳出の款別に

おける、前年度比較金額の主な内容について申し上げます。１款総務費は１,１９８万５千円の減

額であります。内訳としては、給料５３１万４千円、職員手当等２９２万６千円、共済費１９７

万円の減などとなっております。５款製造費は７２１万５千円の減額であります。社会保険料及

び賃金で２１０万１千円の減、需用費で２３５万７千円の減、役務費で１８万６千円の減、原材

料費で１２６万７千円の減などとなっております。また、製造数量につきましては、３ページに

記載のとおり、１７回仕込みでアルコール分２５度換算数量で３０キロリットルの製造を見込ん

でおります。６款公債費は前年度と同額であります。２ページをお開きください。２ページは各

款における性質別・節別予算分類表であります。説明は省略させていただきます。続きまして、

予算説明書の事項別明細書により、歳出からご説明いたしますので焼酎事業特別会計の１７ペー

ジをお開きください。歳出の説明につきましては、特異的なものについて、ご説明いたします。

１款総務費・１目一般管理費は職員２名の人件費と管理用の物件費であります。１９ページ総務

費の財源内訳、特定財源のその他３００万円は一般会計繰入金であります。２款製造費・１目醸

造費はじゃがいも焼酎など、１７回仕込みの製造経費分と瓶詰め経費及び酒税などの物件費であ

ります。２０ページの公債費３万円は、一時借入金利子であります。２１ページから２８ページ

までは、当会計２名分の給与明細書であり、説明は省略させていただきます。次に歳入のご説明

を申し上げますので、９ページにお戻りください。総括表によりご説明いたします。３款財産収

入につきましては、審議資料の歳入でご説明いたしました。１款財産収入、３款繰越金、４款諸

収入は一般財源であります。２款繰入金は一般会計繰入金であります。特定財源のその他であり、

総務費に充当いたします。以上で説明を終わります。  
 

○議長（村尾富造君） 

これで全会計の予算説明が終りました。 

 お諮りします。審議の方法については、議会先例により、議長を除く全員をもって構成する、

予算審査特別委員会を設置し、これに付託のうえ審査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、議長を除く全員で構成する、予算審査特別委員会を設置し、これに付託のうえ、

審査することに決定しました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 ここで、暫時休憩します。 

 休憩中に、特別委員会を開催し、正副委員長の互選をお願いいたします。 
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休憩 午後３時２２分～ 

再開 午後３時２８分   

 

○議長（村尾富造君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 特別委員会の正副委員長の互選が行われましたので、その結果を報告します。委員長 田中 誠

君。副委員長 勝又 武司君。 

 

○議長（村尾富造君） 

 以上のとおり、報告がありました。 

 なお、審査日程は、３月８日から９日までの２日間との報告がありました。 

 お諮りします。ここで予算審査特別委員会の審査が終了するまで、休会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、予算審査特別委員会の審査が終了するまで、休会とすることに決定しました。 

 本日は、これで休会とします。ご苦労様でした。 

 

散会 午後３時３０分 
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平成２３年第２回清里町議会定例会会議録（３月９日） 
 
平成２３年第２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 
           代 表 監 査 委 員   篠 田 恵 介 
           教 育 委 員 長   二 俣  勝 
           農 業 委 員 会 長   成 戸 昌 道 
           選 挙 管 理 委 員 長   若 松  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   斉 藤 敏 美 
           保 健 福 祉 課 長   柏 木 繁 延 
           出 納 室 長   二 瓶 正 規 
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           焼 酎 事 業 所 主 査   松 浦  聡 
                     教 育 長   村 上 孝 一 
           生 涯 教 育 課 長   岸 本 幸 雄 
           監 査 委 員 事 務 局 長   宇 野  充 
           農業委員会事務局長   斉 藤 敏 美 
           選挙管理委員会事務局長   古 谷 一 夫 
 
８．本会議の書記は次のとおりである。 
           事 務 局 長     宇 野  充 
           主        任   鈴  木  由 美 子 

 
９．本会議の案件は次のとおりである。 

  議案第 ７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 ９号  清里町国民健康保険条例の一部を改正する条例 
  議案第１０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１２号  清里町農業振興資金条例の一部を改正する条例 
  議案第２７号  平成２３年度清里町一般会計予算 
  議案第２８号  平成２３年度清里町介護保険事業特別会計予算 
  議案第２９号  平成２３年度清里町国民健康保険事業特別会計予算 
  議案第３０号  平成２３年度清里町後期高齢者医療特別会計予算 
  議案第３１号  平成２３年度清里町簡易水道事業特別会計予算 
  議案第３２号  平成２３年度清里町農業集落排水事業特別会計予算 
  議案第３３号  平成２３年度清里町焼酎事業特別会計予算 

   推薦第 １号  清里町農業委員会委員の推薦について 
   意見案第１号  地域医療存続のための医師確保に関する意見書について 
   意見書第２号  平成２３年度畜産物価格決定等に関する意見書について 
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                                                       開会 午前１０時３０分 

●開会・開議宣告 

○議長（村尾富造君） 

  只今の出席議員数は９名です。 
これから、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３番 畠山 英樹 君、

４番 澤田 伸幸 君を指名いたします。 

 
   ●日程第２ 議案第７号、議案第９号、議案第１０号、議案第１２号 
○議長（村尾富造君） 

既に上程されております、議案第７号 町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議

題とします。 
 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７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。 
 
○議長（村尾富造君） 

既に上程されております、議案第９号 清里町国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題

とします。 
 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９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） 



 59

起立全員です。 
 したがって、議案第９号 清里町国民健康保険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） 

既に上程されております、議案第１０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。 
 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１０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１０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。 
 
○議長（村尾富造君） 

既に上程されております、議案第１２号 清里町農業振興資金条例の一部を改正する条例を議

題とします。 
 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１２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１２号 清里町農業振興資金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３ 議案第２７号～議案第３３号 
○議長（村尾富造君） 

既に上程されております、議案第２７号 平成２３年度清里町一般会計予算から、議案第３３

号 平成２３年度清里町焼酎事業特別会計予算まで、都合７件を一括議題とします。 
 本件について、委員長の報告を求めます。予算審査特別委員長 田中 誠君 
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○５番（田中 誠君） 
委員会の審査報告をいたします。平成２３年３月７日、第２回清里町議会定例会において付託

された事件は、審査の結果次のとおり決定したので、会議規則第７６条の規定により報告いたし

ます。 
１．審査事件 

議案第２７号 平成２３年度清里町一般会計予算 
議案第２８号 平成２３年度清里町介護保険事業特別会計予算 
議案第２９号 平成２３年度清里町国民健康保険事業特別会計予算 
議案第３０号 平成２３年度清里町後期高齢者医療特別会計予算 
議案第３１号 平成２３年度清里町簡易水道事業特別会計予算 
議案第３２号 平成２３年度清里町農業集落排水事業特別会計予算 
議案第３３号 平成２３年度清里町焼酎事業特別会計予算 

２．審査期日 平成２３年３月８日より平成２３年３月９日までの２日間 
３．審査の結果 各会計原案どおり決定することとしました。以上であります。 
 
○議長（村尾富造君） 
 本件については、議会先例に基づき、質疑を省略いたします。 
 お諮りします。只今議題としました７件については、討論を省略し、一括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。 

 したがって、只今議題としました７件については、討論を省略し、一括して採決することに決

定しました。 
 これから、議案第２７号から議案第３３号までを一括採決します。この採決は起立によって行

います。 
 本件について、委員長の報告は原案可決です。議案第２７号から議案第３３号まで、委員長の

報告ど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２７号 平成２３年度清里町一般会計予算から、議案第３３号 平成２３

年度清里町焼酎事業特別会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 
 

   ●日程第４ 推薦第１号 
○議長（村尾富造君） 

日程第４ 推薦第１号 清里町農業委員会委員の推薦についてを議題とします。 
 お諮りします。議会推薦の農業委員は、清里町農業委員会定数条例第２条第２項の規定により、

２人とし、推薦の方法は、議会運営基準及び議会先例に基づき、議長が指名する選考委員をもっ

て推薦したいと思いますが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。 
 したがって、推薦の方法は、議長が指名する選考委員をもって推薦することに決定しました。 
 選考委員は３名とし、中西議員、澤田議員、加藤議員を指名いたします。 

ここで、選考委員の結果が出るまで、暫時休憩いたします。 
（休 憩） 

○議長（村尾富造君） 
 休憩を解いて会議を再開します。 
 選考委員の結果について、選考委員長の報告を求めます。選考委員長 中西安次君 
 
○８番（中西安次君） 

推薦第１号 清里町農業委員会委員の推薦についてでございますが、選考委員会の結果を報告

いたします。推薦につきましては２名でございます。お一人目は、上斜里１３３５番地 我妻 武

さん、５５歳です。お二人目は、上斜里１１３番地 中尾幸宏さん、５５歳です。以上のように

決定をいたしましたので、ご報告申し上げます。 
 
○議長（村尾富造君） 
 只今、選考委員長より報告がありましたお二人を清里町農業委員会委員として推薦することに

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。 

 したがって、我妻 武君と、中尾幸宏君のお二人を清里町農業委員会委員として推薦すること

に決定しました。 
 
   ●日程第５～日程第６ 意見案第１号～意見案第２号 
○議長（村尾富造君） 

次に、議事の都合上、日程第５ 意見案第１号 地域医療存続のための医師確保に関する意見

書についてから、日程第６ 意見案第２号 平成２３年度畜産物価格決定等に関する意見書につ

いてまで、２件を一括議題とします。 
 本件について、提出者の説明を求めます。産業福祉常任委員長 澤田伸幸君。 
 
○４番（澤田伸幸君） 
 意見案第１号 地域医療存続のための医師確保に関する意見書について。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。平成２３年３月９日、

提出者 清里長議会産業福祉常任委員会委員長 澤田伸幸。 
（以下、意見書朗読） 
  
 意見案第２号 平成２３年度畜産物価格決定等に関する意見書について。本件について、地方



 62

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２３年３月９日、

提出者 清里長議会産業福祉常任委員会委員長 澤田伸幸。 
（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。この意見案２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。 
 これから意見案第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１号 地域医療存続のための医師確保に関す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２号 平成２３年度畜産物価格決定等に関する意見書については、原案

のとおり可決されました。 
 お諮りします。只今可決されました意見案第１号、第２号の両意見書の提出先並びに内容の字

句等について、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。 
 
 （閉会宣言） 
○議長（村尾富造君） 
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 これで本日の日程は、全部終了しました。 
 会議を閉じます。 
 平成２３年第２回清里町議会定例会を閉会します。 
 

閉会 午前１０時５２分 
 


