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平成２５年第３回清里町議会臨時会会議録（５月２２日） 

 
 平成２５年第３回清里町議会臨時会は、清里町議会議事堂に招集された。 
 
１．応招議員は次のとおりである。 
    １番 前 中 康 男    ６番 澤 田 伸 幸 
    ２番 池 下   昇    ７番 村 島 健 二 
    ３番 勝 又 武 司    ８番 田 中   誠 
    ４番 加 藤 健 次    ９番 村 尾 富 造 
    ５番 畠 山 英 樹   
   
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   櫛 引  政 明 
    副 町 長   宇 野    充 
    総 務 課 長   柏 木  繁 延 
    町 民 課 長   澤 本  正 弘 
    保健福祉課長   薗 部    充 
    産 業 課 長   斉 藤  敏 美 
    建 設 課 長   藤 代  弘 輝 
    出 納 室 長   溝 口  富 男 
    教 育 長   村 上  孝 一 
    生涯教育課長   岸 本  幸 雄 
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８．本会議の書記は次のとおりである。 
    事 務 局 長   小 貫  信 宏 
    主    査   鈴 木  由美子 
 
９．本会議の案件は次のとおりである。 
   承認第 １号  清里町税条例の一部を改正する条例専決処分承認について 
   承認第 ２号  清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例専決処分承認について 
   承認第 ３号  平成２４年度清里町一般会計補正予算（第１０号）専決処分承認につ

いて 
   承認第 ４号  平成２４年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）専決処

分承認について 
   承認第 ５号  平成２４年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）専

決処分承認について 
   承認第 ６号  平成２４年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）専決

処分承認について 
   承認第 ７号  平成２４年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第４号）専決処分承

認について 
   承認第 ８号  平成２５年度清里町一般会計補正予算（第１号）専決処分承認について 
   議案第３６号  平成２５年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 
   議案第３７号  町民活動施設改修工事請負契約の締結について 
   報告第 １号  専決処分の報告について 
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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２５年第３回清里町議会臨時会を開会します。 
 ただちに本日の会議を開きます。 
 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

●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５番 畠山英樹君、６番 澤田伸幸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 澤田伸幸君。 
 
○６番（澤田伸幸君） 

 議会運営委員長報告。本臨時会の提案件数、議案の内容から判断して、本臨時会の会期は本

日１日間とすることが適当と思います。以上が、議会運営委員会の結果でありますので、ご報

告いたします。 
 
○議長（村尾富造君） 

 お諮りします。 
 本定例会の会期は委員長の報告のとおり、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。 
  
○議会事務局長（小貫信宏君） 

 議長諸般の報告４点について、ご報告申し上げます。 

 １点目、議員の派遣状況及び会議・行事等の出席報告についてであります。１ページから２



4 

ページになります。記載の会議・行事に議長、副議長、議員が出席しております。 

 ２点目、常任委員会及び議会運営委員会の開催状況についてであります。記載の期日・案件

で会議を開催しております。 

 ３点目、例月現金出納検査の結果についてであります。平成２５年２月分・３月分・４月分

について、４ページから７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２５年第３回清里町議会臨時会説明員等の報告についてであります。８ページ

のとおりとなっておりますので、ご参照願います。 

 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 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 町長一般行政報告について申し上げます。 
 まず、大きな１の主要事業報告でございます。 
 １点目の、清里町暴力団等の排除に関する合意書の締結についてであります。去る３月２２

日、北見方面斜里警察署において、暴力団の排除に関する合意書を締結したところでございま

す。合意書の内容でありますが、清里町暴力団の排除の推進に関する条例に基づき、清里町が

発注いたします建設工事及び町が設置いたします公共施設からの暴力団排除措置を講ずるため

の連携協議について、合意を締結したものでございます。 
 次に２点目の、暴風雨による被害状況についてであります。４月７日、台風並みに発達いた

しました低気圧により、町内一円にわたり甚大な被害が発生したものでございます。当日は２

４時間降水量は５８．５ミリメートル、最大瞬間風速は３６．５メートルを、いずれも江南観

測地点で記録されております。また、被害内容等につきましては、記載の①～⑥までのとおり

でございます。被害内容が広範にわたり、かつ早急な対応が必要とされましたので、翌８日に

議員各位にお集まりいただき、被害の概要などについてご説明を申し上げ、かつ専決処分によ

る対応を取らせていただいたものでございます。尚、本臨時議会におきまして、専決処分の承

認議案を提出させていただいておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 
 次に３点目の、斜里地区消防組合議会第２回臨時会の結果についてであります。５月１５日、

斜里町総合庁舎３階議場で行われております。付議事件といたしましては、記載の５件につき

まして原案どおり可決・承認をいただいております。①の監査委員の選任同意につきましては、

斜里町の監査委員が新たに選任されました。その結果、本組合についても選任についての同意

を求めたものでございまして、斜里町在住の小林鋼一氏が選任同意をされてございます。②の

財産の取得については、小清水分署配備の消防自動車の購入に係る契約締結についての議決で

あります。③の平成２５年度斜里地区消防組合一般会計補正予算（第１回）につきましては、
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４月７日発生に係る消防団員・署員等の出動諸経費等についての追加補正を計上したものでご

ざいます。④の北海道市町村総合事務組合規約の変更に関する協議と、⑤の北海道議会議員公

務災害補償等組合規約の変更に関する協議につきましては、新たに「北空知圏学校給食組合」

が当該の組合に加入することになりましたので、法の定めるところにより規約の変更について、

協議議決をいただいた内容でございます。 
 次に裏面の２ページをお開きください。大きな２の主な会議・行事等の報告でございます。 
 最初に、一般国道３９号北見道路北見西ＩＣ～北見東ＩＣ間開通式についてでありますが、

３月３１日に開通記念式典並びに通り初め式が開催されております。開通記念式典は北見市民

会館を会場に、国会議員、北海道議会議員をはじめ、記載の多くの関係の方々の参加の下で、

盛会に開催されました。尚、記念式典終了後に北見西ＩＣの本線上におきまして、通り初めが

行われたものでございます。 
 次に、パパスランドさっつる落成内覧会であります。４月８日、施設供用開始に合わせまし

て内覧会を開催したものでありまして、議長はじめ議会議員、パパスランド指定管理者、自治

会長などの関係者５０名の出席をいただき、テープカットのセレモニーの後に施設内覧をいた

だいたものでございます。 
 次に、自治会長会議でございます。４月１７日、町民会館で開催されております。町から平

成２５年度における主な事業の概要並びに当面する行事や事業、さらには周知事項などについ

て、各所管課より説明をさせていただき、ご意見・ご質問等をいただいたものでございます。 
 次に、交通安全・防犯・青少年育成推進委員会及び交通安全・防犯協会総会であります。４

月１７日、町民会館で開催されております。推進委員８４名の方々のご出席をいただき、平成

２４年度事業報告と平成２５年度事業計画についてご審議をいただき、原案どおり可決・承認

をいただいております。また、総会後におきまして、清里町駐在所所長より町内における交通

事故及び犯罪の発生状況、その対策についてのご講演をいただき、研鑽を深めております。 
 次に、春のごみゼロ運動についてでありますが、５月１１日に開催されております。この運

動につきましては、まちづくり運動推進協議会との共催で毎年この時期に実施させていただい

ているものであります。今年度は記載の道路につきまして、自治会をはじめ、各職域・職場、

関係団体から１８０名の参加をいただき、ごみ拾い清掃が行われております。 
 次に、札幌清里会総会でございます。５月１８日、札幌市三河屋会館で行われました。清里

町からは村尾議長、笹渕農協参事、大西商工会長、川筋観光協会会長、そして私と事務局２名

の計７名で参加しております。札幌清里会からは中村会長他４２名の参加でありまして、総会

及び交流会の席におきまして、清里町から参加した方よりそれぞれ各関係機関・団体の近況や

事業計画等について、情報提供が行われました。全体として盛会の内に終了したところでござ

います。 
 次に、北海道消防協会オホーツク地方支部斜里分会連合演習についてでございます。５月１

９日、清里町生涯学習総合センター駐車場と市街一円で開催されたものであります。今年は清

里消防団が開催地当番といたしまして、衆議院議員、道議会議員をはじめ、町内外より多くの

ご来賓の方々のご臨席を賜り、斜里地区消防組合構成の各地区消防団員１２４名、内清里消防

団６４名の参加により、ポンプ操作、茂木火災訓練、分列行進など、全ての演習が所定どおり

に行われ、終了したところであります。 
 以上申し上げまして、町長一般行政報告といたします。 



6 

 

○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。 
 大きな１、主な会議・行事等についてであります。 

 １点目は、清里町公共施設管理公社理事会について。３月２７日、公共施設管理公社理事会

が開催され、平成２４年度事業報告並びに決算報告の他、公社解散の議決が行われました。本

管理公社は平成３年度より、緑スキー場並びに町民プールの管理を受託しておりましたが、こ

のたび一般社団法人「清里町スポーツ・文化施設管理協会」が設立され、平成２５年４月から

その業務を行うことになりましたので、本理事会をもって解散の一連の手続きを行ったもので

あります。 

 ２点目は、スポーツ推進委員会議について。４月２５日、スポーツ推進委員会議が開催され、

初めに新しい委員３名を含めた１５名の委員に、平成２５度年から２年間の委嘱状の交付を行

い、役員選出では委員の互選により、委員長には大橋伸行氏が再選されています。 

 ３点目は、ことぶき大学入学式・開講式について。５月１０日に開催され、総長であります

町長の挨拶、来賓を代表して議長の祝辞の後、新入学生紹介では６４歳から８０歳まで５名の

自己紹介があり、平成２５年度は学生全体で６１名となり、来年３月までのことぶき大学がス

タートいたしました。 

 大きな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４月１８日に開催され、

案件は記載のとおりであります。 

 以上申し上げまして、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） 

これから質疑を行います。 
                              （「質疑なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 

質疑なしと認めます。 
これで、教育長一般行政報告を終わります。 

 
●日程第６  承認第１号 
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○議長（村尾富造君） 

 日程第６ 承認第１号 清里町税条例の一部を改正する条例専決処分承認についてを議題と

します。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 ただ今上程されました、承認第１号 清里町税条例の一部を改正する条例専決処分承認につ

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、地方自治法の定めに基づき専決処分いたしましたので、議会に報告し、

その承認を求めるものでございます。 

 議案書を１枚お開きいただきたいと存じます。今回の専決処分いたしましたのは、清里町税

条例の一部を改正する条例であり、平成２５年３月３１日付けをもって、専決処分させていた

だきました。 

 今回の条例改正は、地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い、①個人住民税の住宅借入

金等特別税額控除についての適用期間の延長及び拡充、②地方税に係る延滞金及び還付加算金

の見直し、③東日本大震災復興支援に関する措置について、清里町税条例の一部を改正するも

のでございます。 

 それでは、別冊の審議資料の新旧対照表によりご説明いたしますので、審議資料の２ページ

をお開きください。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。寄附金税額

控除について定めた第３４条の７につきましては、第２項において第３１４条の７第２項の 

次に「（法附則第５条の６第２項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」を加えるも

のでございます。固定資産税の納税義務者等について定めた第５４条及び次のページの特別土

地保有税の納税義務者等について定めた第１３１条につきましては、第５４条第５項、第１３

１条第４項のアンダーラインで示している箇所を削るものでございます。４ページをご覧くだ

さい。附則第３条の２につきましては、延滞金の割合等の特例に係る改正であり、第１項にお

いては、「、第５２条」を削り、延滞金の次に「年１４．６パーセントの割合及び」を加えると

ともに、各年の特例基準割合及び特例基準割合適用年おける当該特例基準割合の規定について

改めるものでございます。第２項として、「当分の間、第５２条に規定する延滞金の年７．３パ

ーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、特例基準割合適用年中においては、当該特例基

準割合適用年における特例基準割合とする。」を加えるものでございます。５ページの納期限の

延長に係る延滞金の特例について定めた附則第４条につきましては、第１項において、日本銀

行法の次に「（平成９年法律第８９号）」を加え、「以下本項」を「当該期間内に前条第２項の規

定により第５２条に規定する延滞金の割合を、同項に規定する特例基準割合とする年に含まれ

る期間がある場合には、当該期間を除く。以下この項」に。また、「到来する場合には、」を「到

来する場合における」に。「前条」を「前条第２項」に改めるものでございます。６ページをご

覧ください。公益法人等に係る町民税の課税の特例について定めた附則第４条の２につきまし

ては、「第９項」を「第１０項」に。また、個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除について

定めた附則第７条の３の２につきましては、第１項において「平成３５年度」を「平成３９年

度」に。「平成２５年」を「平成２９年」に。「附則第５条の４の２第５項」を「附則第５条の

４の２第６項（同条第９項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」に改めるもので
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ございます。寄附金税額控除における特例控除額の特例について定めた附則第７条の４につき

ましては、７ページにおいて、法附則第５条の５第２項の次に「（法附則第５条の６第２項の規

定により読み替えて適用される場合を含む。）」を加えものでございます。優良住宅地の造成等

のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税特例について定めた附則第

１７条の２について、第３項において、「又は第３７条の９の２から第３７条の９の５まで」を

「、第３７条の９の４又は第３７条の９の５」に改めるものであります。附則第２２条の２に

つきましては、東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例につい

て定めたものであり、見出し中、「延長」を「延長等」に改め、７ページから９ページまでの第

１項につきましては、附則１７条、附則１７条の２、附則１７条の３及び附則１８条の規定の

読替え規定の適用について、条文を改めるものでございます。９ページの第２項は東日本大震

災により、その有していた居住用家屋が滅失等をして居住の用に供することができなくなった

者の相続人が、当該家屋の敷地の用に供されていた土地等を譲渡した場合には、当該相続人は、

当該旧家屋を被相続人がその取得した日から所有していたものとみなして、第１項の規定によ

り読み替えられた附則１７条、附則１７条の２、附則１７条の３、附則１８条の規定を適用す

る定めを加えるものであります。１０ページをご覧ください。第２項を第３項とし、「前項の規

定は、同項」を「前２項の規定は、これら」に。「前項」を「これら」に、改めるものでござい

ます。東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例を定めた附則第２３

条につきましては、第１項において「附則第４５条第３項」を「附則第４５条第４項」に。「附

則第５条の４の２第５項」を「附則第５条の４の２第６項（同条第９項の規定により読み替え

て適用される場合を含む）」に１１ページの「附則第５条の４の２第５項」を「附則第５条の４

の２第６項」に改めるものでございます。また、第２項においては、「第１３条の２第１項から

第５項」を「第１３条の２第１項から第６項」に。「附則第４５条第４項」を「附則第４５条第

５項」に。「附則第５条の４の２第５項」を「附則第５条の４の２第６項（同条第９項の規定に

より読み替えて適用される場合を含む）」に。「附則第５条の４の２第５項」を「附則第５条の

４の２第６項（法附則第４５条第６項の規定により読み替えて適用される場合を含む）」に、そ

れぞれ改めるものでございます。附則につきましては、第１条で施行期日、１２ページをご覧

ください。第２条で延滞金に関する経過措置、第３条で町民税に関する経過措置及び第４条で

固定資産税に関する経過措置を定めるものでございます。 

 以上で、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。 
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 これから、承認第１号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、承認することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、承認第１号 清里町税条例の一部を改正する条例専決処分承認については、承

認することに決定しました。 

 
●日程第７  承認第２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第７ 承認第２号 清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例専決処分承認につ

いてを議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 ただ今上程されました、承認第２号 清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例専決

処分承認につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 
 本件につきましては、地方自治法の定めに基づき、専決処分いたしましたので、議会に報告

し、その承認を求めるものでございます。 

 議案書を１枚お開きいただきたいと存じます。 

 今回、専決処分いたしましたのは、清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例であり、

平成２５年３月３１日付けをもって専決処分させていただきました。 

 今回の条例改正は、地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い、①特定同一世帯所属者の

保険税軽減制度に係る特例の恒久化、②特定継続世帯に係る世帯別平等割額の措置について、

清里町国民健康保険税条例の一部を改正するものであります。 

 それでは、別冊の審議資料新旧対照表によりご説明いたしますので、審議資料の１３ページ

をお開き願います。改正箇所はアンダーラインで示しております。国民健康保険の被保険者に

係る世帯別平等割額について定めた第５条の２につきましては、第１号において「の属する月

以後５年を経過するまでの間に限り、同日」を削り、属する世帯の次に「であって同日の属す

る月（以下この号において特定月という）以後５年を経過する月までの間にあるもの」を。第

２３条において同じ、の次に「及び特定継続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する

被保険者が属する世帯であって、特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経

過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。第３

号、第７条の３及び第２３条において同じ。）」を加え、第３号として「特定継続世帯 ２０,

２５０円」の１号を加えるものでございます。後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額に

ついて定めた第７条の３につきましても、第１号において「以外」を「及び特定継続世帯以外」

に改め、第３号として「特定継続世帯 ５,２５０円」の１号を加えるものでございます。１４

ページをご覧ください。１４ページから１６ページまでの国民健康保険税の減額について定め

た第２３条につきましては、第１号、第２号及び第３号のイ並びにエの①において「以外」を

「及び特定継続世帯以外」にそれぞれ改め、第１号のイの③として「特定継続世帯 １４,１７
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５円」、エの③として「特定継続世帯 ３,６７５円」を、第２号においてもイの③として「特

定継続世帯 １０,１２５円」、エの③として「特定継続世帯 ２,６２５円」を、１６ページの

第３号のイの③として「特定継続世帯 ４,０５０円」、エの③として「特定継続世帯 １,０５

０円」をそれぞれ加えるものでございます。次に、東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地

に係る譲渡期限の延長の特例について定めた附則第１６項につきましては、「附則第４４条の

２第３項」を「附則第４４条の２第４項及び第５項」に、「第３６条」を「第３５条第１項」

に改めるものでございます。１７ページの附則につきましては、第１条で施行期日を、第２条

で適用区分を定めるものでございます。 

 以上で、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、承認第２号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、承認することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、承認第１号 清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例専決処分承認に

ついては、承認することに決定しました。 

 
●日程第８  承認第３号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第８ 承認第３号 平成２４年度清里町一般会計補正予算（第１０号）専決処分承認に

ついてを議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 ただ今上程された、承認第３号 平成２４年度清里町一般会計補正予算（第１０号）専決処

分承認について、説明申し上げます。 
 本件につきましては、地方自治法の規定に基づき専決処分を行いましたので、その承認を求

めるものであります。 
 議案書を１枚お開きください。今回、専決処分いたしましたのは、記載のとおり平成２４年
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度清里町一般会計補正予算（第１０号）であり、３月３１日付をもって専決処分を行ったもの

であります。 
 議案書を１枚お開きください。今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出にそ

れぞれ２億４,５１３万６千円を追加し、予算の総額を５５億３,７８１万４千円とするものであ

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申し上げます。 

 主な補正の内容につきましては、歳入のうち、地方譲与税・自動車取得税交付金・地方交付

税・国庫支出金・町債等の確定をするとともに、国民健康保険事業特別会計等の繰出金の確定

を行い、合わせて総体的な財源調整処理を行うものであります。 

 なお、今回の補正によって生じました剰余金につきましては、基金への積み増しを行ってま

いります。 

 第２表繰越明許費につきましては、議案書を４枚お開きください。第２表繰越明許費につき

ましては、地方自治法の規定により、翌年度に繰越して使用できる経費は、５款農林水産業費・

１項農業費・深層曝気処理施設整備補助事業 ２億４,７５０万円、国営畑地かんがい事業斜網

地域維持管理協議会負担金事業 ５,８２３万９千円、農道保全対策事業負担金事業 １,６０７万

２千円、７款土木費・３項住宅費・公営住宅建設事業 ９,０４３万円とするものであります。 

 第３表地方債補正につきましては、次のページをお開きください。第３表地方債の補正は、

国営畑地かんがい事業斜網地域維持管理協議会負担金事業の補正に伴い、農業水利施設保全合

理化事業債の追加と、農道保全対策事業債、深層曝気処理施設整備補助事業債については、平

成２４年度繰越事業の財源補正による変更であり、高等学校総合支援対策事業債は、事業の確

定による減額変更であります。 

 それでは、事項別明細書により説明を行いますので、平成２４年度補正予算に関する説明書

の一般会計歳入歳出事項別明細書の１ページをお開きください。 

 歳入から説明いたしますので、歳入の総括表をご覧ください。２款地方譲与税から１４款道

支出金につきましては、交付額の確定に伴う補正であります。尚、１３款国庫支出金につきま

しては、土木費国庫補助金において大雪による臨時町村除雪事業補助金、農林水産業費国庫交

付金における地方の元気交付金が、主なものであります。１９款町債につきましては、平成２

４年度繰越事業費の財源補正が主な事項であります。 

 引き続き、歳出について説明しますので、８ページをお開きください。 

 ２款総務費・２項総務管理費・２目財産管理費 ２億７,９３３万１千円の補正につきまして

は、減債基金に１億２,９３３万１千円、公共施設整備基金に１億５千万円を積立てるものであ

ります。尚、補正後の基金の総額は、北海道備荒資金組合積立金を含み、約４１億４,８００万

円となるものであります。５目自治振興費につきましては、デジタル無線システム普及支援事

業補助金の減による財源振替であります。３項開発促進費・１目企画振興費につきましても、

地域新エネルギー等導入加速補助金減による財源振替措置であります。 

 ３款民生費・１項社会福祉費・４目老人福祉費 １３６万７千円の減は、介護保険事業特別会

計繰出金の減額を行うものであります。 

 ９ページをご覧ください。４款衛生費・１項保健衛生費・３目各種医療対策費 ３,４９０万

２千円の減は、２８節繰出金において国民健康保険事業特別会計及び後期高齢者医療特別会計

繰出金について、年度末実績により所要の減額補正を行うものであります。 

 ５款農林水産業費・１項農業費・４目農地開発事業費につきましては、国営畑地かんがい事
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業斜網地域維持管理協議会負担金 ２０７万４千円の補正及び財源振替であります。５目道営整

備事業につきましては農道保全対策事業、８目農山漁村活性化対策事業については深層曝気処

理施設整備事業の財源振替であり、いずれも繰越事業となっております。 

 ７款土木費・１項道路橋梁費・１目道路橋梁費につきましては、臨時市町村道除雪事業補助

金の交付による財源振替であります。１０ページをお開きください。３項住宅費・２目住宅建

設費につきましては、住宅建設事業費の確定に伴う財源調整であります。 

 ９款教育費・１項教育総務費・２目教育諸費につきましては、高等学校支援対策事業費の確

定に伴う財源振替であり、５項保健体育費・４目スキー場管理費につきましては、リフト使用

料の減額に伴う財源振替であります。 

 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、承認第３号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、承認することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、承認第３号 平成２４年度清里町一般会計補正予算（第１０号）専決処分承認

については、承認することに決定しました。 

 
●日程第９  承認第４号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第９ 承認第４号 平成２４年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）専決

処分承認についてを議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 ただ今上程されました、承認第４号 平成２４年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第

３号）専決処分承認について、提案理由の説明を申し上げます。 
 本件につきましては、地方自治法の規定により専決処分をいたしましたので、議会に報告し、

承認を求めるものであります。 
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 次のページをお開きください。今回、専決処分いたしましたのは、平成２４年度清里町介護

保険事業特別会計補正予算（第３号）であり、平成２５年３月３１日付をもって専決処分をさ

せていただきました。 

 次のページをお開きください。今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それ

ぞれ１６１万円を減額し、予算の総額を４億２,４０１万４千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いたします。 

 今回の補正は、平成２４年度の保険給付費などの確定に伴う国庫支出金、道支出金及び一般

会計繰入金の予算調整及び歳出の確定による不用額の減額を行うものであります。 

 別冊の補正予算に関する説明書の、一般会計の次の薄茶色の介護保険事業特別会計歳入歳出

予算事項別明細書の歳出から説明を行いますので、３ページをお開きください。 

 １款総務費・１項総務管理費・１目一般管理費 １８万２千円の減額は、不用額を減額するも

ので、特定財源その他は一般会計繰入金であります。２項賦課徴収費・１目賦課徴収費 １万９

千円の減額につきましても、不用額を整理するものであり、特定財源その他は一般会計繰入金

であります。４ページをお開きください。３項介護認定審査会費・１目介護認定審査会費 １１

万９千円の減額及び２目認定調査費 ３９万２千円の減額も、不用額の調整で、特定財源その他

は一般会計繰入金であります。 

 ２款保険給付費・１項介護サービス等諸費・２目施設介護サービス給付費 ８１万３千円の減

額は、保険給付の確定に伴う減額で、特定財源その他の５７万３千円の減額は一般会計繰入金

であります。 

 次の、３款地域支援事業費・１項介護予防事業費・１目介護予防事業費 １万５千円の減額も、

不用額の減額であり、特定財源その他は一般会計繰入金であります。２項包括的支援事業費･

任意事業費・２目任意事業費 ４万５千円の減額も、不用額を減額するものであり、特定財源そ

の他は一般会計繰入金であります。 

 ５款公債費・１項公債費・１目利子 ２万５千円の減額は、一時借入金がなかったことにより

不用となりましたので減額するものであり、特定財源その他は一般会計繰入金であります。 

 次に、１ページの総括にお戻りください。歳入をご覧ください。３款国庫支出金、４款道支

出金、７款繰入金は特定財源となっております。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、承認第４号を採決します。この採決は、起立によって行います。 
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 本件について、承認することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、承認第４号 平成２４年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）専

決処分承認については、承認することに決定しました。 

 
●日程第１０  承認第５号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１０ 承認第５号 平成２４年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

専決処分承認についてを議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 ただ今上程されました 承認第５号 平成２４年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第４号）専決処分承認につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 
 本件につきましては、地方自治法の定めに基づき専決処分をいたしましたので、議会に報告

し、その承認を求めるものでございます。 

 議案書を１枚お開きいただきたいと存じます。今回、専決処分いたしましたのは、平成２４

年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）であり、平成２５年３月３１日付を

もちまして、専決処分させていただきました。 

 議案書を１枚お開きください。今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それ

ぞれ１,５７５万８千円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ７億５,３４７万４千円とする

ものでございます。 

 第１条第２項につきましては、後ほど別冊の国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算事項別

明細書により、ご説明申し上げます。 

 今回の補正は、事務費及び保険給付費などの精算並びに国道の負担金及び補助金などの確定

に伴い、財源調整措置を行ったものでございます。 

 それでは、歳出からご説明いたしますので、別冊の平成２４年度補正予算に関する説明書の 

黄色の国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書の６ページをお開きください。 

 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、事務費を精算するもので、

７節賃金から１９節負担金補助及び交付金まで、合計８９万円を減額するものでございます。

財源内訳の特定財源、国道支出金は道特別調整交付金、その他は一般会計繰入金でございます。

２項徴税費・１目賦課徴税費につきましても、事務費を精算するものであり、１１節需用費、

１２節役務費、合計１万５千円を減額するものでございます。７ページの３項運営協議会費・

1 目運営協議会費 １１万４千円の減額につきましても、事務費を精算するものであり、特定

財源その他は一般会計繰入金でございます。 

 ２款保険給付費・１項療養諸費につきましては、医療費の確定に伴い、１目一般被保険者療

養給付費 ６００万８千円、２目退職被保険者等療養給付費 ７２万４千円、３目一般被保険者

療養費 ４５万２千円、４目退職被保険者等療養費 ３万７千円、５目審査支払手数料 １万６千
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円、合計７２３万７千円を減額するものでございます。財源内訳の特定財源につきましては、

国・道の負担金及び補助金などの確定に伴い財源調整措置を行っており、国道支出金が１,５９

７万８千円の増額、その他は療養給付費が７６万１千円、一般会計繰入金が２,５８５万１千円、

合計２,６６１万２千円の減額となってございます。８ページをお開きください。２項高額療養

費につきましても、医療費の確定に伴い減額措置するものであり、１目一般被保険者高額療養

費 ４９６万４千円、２目退職被保険者等高額療養費 ３０万３千円、３目一般被保険者高額介

護合算療養費及び４目退職被保険者等高額介護合算療養費を皆減し、合計５６０万７千円を減

額するものでございます。財源内訳の特定財源につきましても、財源調整措置を行っており、

国道支出金が１６５万３千円の増額、その他は療養給付費が４０万３千円、一般会計繰入金が

６８７万３千円、合計７２７万６千円の減額となってございます。３項移送費・１目一般被保

険者移送費及び２目退職被保険者等移送費につきましては、事業確定に伴い皆減するものであ

り、特定財源その他は療養給付費交付金でございます。９ページの４項出産育児一時金・１目 

出産育児一時金につきましては、事業確定により８０万４千円減額するものであり、特定財源 

その他は一般会計繰入金の出産育児一時金繰入金でございます。５項葬祭諸費・１目葬祭費 １

２万円の減額につきましても、事業の確定によるものでございます。 

 ３款後期高齢者支援金等・１目後期高齢者支援金につきましては 財源振替を行うものであ

り、特定財源その他１６５万３千円は療養給付費交付金でございます。 

 ４款前期高齢者納付金等につきましても、事業確定に伴い、１目前期高齢者納付金等を１万

４千円の減額、２目前期高齢者関係事務費拠出金を３千円減額するものでございます。 

 １０ページをお開きください。５款老人保健拠出金につきましては事業の確定に伴い、１目

老人保健医療費拠出金を皆減、２目老人保健事務費拠出金を５千円減額するものでございます。 

 ８款保健事業費・１項特定健康診査等事業費及び次ページの２項保健事業費につきましては、

事業費の確定に伴い、不用額を減額するものでございます。１項特定健康診査等事業費・１目

特定健康診査等事業費が、８節報償費から１３節委託料まで合計１６万円の減額、２項保健事

業費・１目疾病予防費が、１１節需用費並びに１９節負担金補助及び交付金の合計１６万３千

円の減額であり、特定財源の国道支出金は道財政調整交付金でございます。 

 １０款公債費・１項一般公債費・１目利子につきましては、一時借入金が生じなかったこと

により、一時借入金利子を皆減するものでございます。 

 １１款諸支出金・１項償還金及び還付加算金・１目保険税還付金３０万１千円の減額につき

ましては、不用額を減額するものであり、保険税還付金が２７万１千円、保険税還付加算金が

３万円でございます。 

 次に、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。 

１款国民健康保険税、２款使用料及び手数料、１１款諸収入が一般財源であり、３款国庫支出

金から９款繰入金までが特定財源でございます。 

 以上で、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） 
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 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、承認第５号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、承認することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、承認第５号 平成２４年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

専決処分承認については、承認することに決定しました。 

 
●日程第１１  承認第６号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１１ 承認第６号 平成２４年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

専決処分承認についてを議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 ただ今上程されました、承認第６号 平成２４年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号）専決処分承認につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 本件につきましては、地方自治法の定めに基づき専決処分をいたしましたので、議会に報告

し、その承認を求めるものでございます。 

 議案書を１枚お開きいただきたいと存じます。今回、専決処分いたしましたのは、平成２４

年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）であり、平成２５年３月３１日付けを

もちまして、専決処分させていただきました。 

 議案書を１枚お開きください。今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それ

ぞれ７８万７千円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ６,１６４万６千円とするものでご

ざいます。第１条第２項につきましては、後ほど別冊の後期高齢者医療特別会計事項別明細書

により、ご説明申し上げます。 

 今回の補正は、後期高齢者医療連合納付金及び事務費の確定に伴う精算措置を行ったもので

ございます。 

 それでは、歳出からご説明いたしますので、別冊の平成２４年度補正予算に関する説明書の 

緑色の後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算事項別明細書の４ページをお開きください。 

 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、事務費を精算するもので、

９節旅費から１３節委託料、合計２９万３千円を減額するものでございます。特定財源その他

は一般会計繰入金でございます。２項徴収費・１目徴収費につきましても、事務費の精算によ

り、１１節需用費、１２節役務費、合計２万７千円の減額するものであり、特定財源その他は 
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一般会計繰入金でございます。 

 ２款 後期高齢者医療広域連合納付金・１目後期高齢者医療広域連合納付金 ４１万６千円の

減額は、保険基盤安定負担金及び事務費負担金の確定によるものであり、特定財源その他は一

般会計繰入金でございます。 

 ５ページの３款諸支出金・１項償還金及び還付加算金・１目保険料還付金は、保険料還付が

生じなかったことにより皆減するものであり、特定財源その他は広域連合還付金でございます。  

 歳入につきましては、総括表でご説明申し上げますので、１ページにお戻りください。１款 

後期高齢者医療保険料、２款使用料及び手数料及び６款諸収入の内、延滞金が一般財源であり、

４款繰入金、６款諸収入の内、償還金及び還付加算金が特定財源でございます。 

 以上で、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、承認第６号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、承認することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、承認第６号 平成２４年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

専決処分承認については、承認することに決定しました。 

 
●日程第１２  承認第７号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１２ 承認第７号 平成２４年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第４号）専決処

分承認についてを議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 ただ今上程されました、承認第７号 平成２４年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第４

号）専決処分承認につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 
 本件につきましては、地方自治法の定めにより専決処分をいたしましたので、議会に報告し、

その承認を求めるものであります。 
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 議案書を１枚お開きいただきたいと存じます。今回、専決処分いたしましたのは、平成２４

年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第４号）であり、平成２５年３月３１日付をもちまし

て、専決処分させていただきました。 

 議案書を１枚お開きください。今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それ

ぞれ２２０万円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ６,９９４万７千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、平成２４年度の財産売払収入の確定に伴い、歳出において製造費の歳出確定

による不用額の減額を行うものであります。 

 それでは、歳出からご説明いたしますので、別冊の補正予算に関する説明書のうぐいす色の

焼酎事業特別会計事項別明細書の３ページをお開きください。 

 ２款製造費・１項製造管理費・１目醸造費 ２２０万円の減は、不用額となりました賃金１０

０万円、需用費１２０万円を減額するもので、財源内訳は一般財源であります。 

 次に、歳入についてご説明いたしますので、１ページの総括表にお戻りください。１款財産

収入については、生産物売払収入の減に伴い、２２０万円を減額するものであります。 

 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、承認第７号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、承認することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、承認第７号 平成２４年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第４号）専決処

分承認については、承認することに決定しました。 

 
●日程第１３  承認第８号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１３ 承認第８号 平成２５年度清里町一般会計補正予算（第１号）専決処分承認に

ついてを議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 
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○総務課長（柏木繁延君） 

 ただ今上程されました、承認第８号 平成２５年度清里町一般会計補正予算（第１号）専決

処分承認について、説明申し上げます。 
 本件につきましては、地方自治法の定めに基づき専決処分を行いましたので、議会に報告し、

その承認を求めるものです。 
 議案書を１枚お開きください。今回、専決処分いたしましたのは、記載のとおり平成２５年

度清里町一般会計補正予算（第１号）であり、４月８日付をもって専決処分をさせていただき

ました。 
 議案書をさらに１枚お開きください。今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳

出にそれぞれ３,３５３万２千円を追加し、予算の総額を４１億２,４３３万２千円とするもので

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申し上げますが、今

回の補正は、先に町長より一般行政報告を行いました、４月７日に発生した暴風雨災害による

復旧経費の補正であります。 

 第２表地方債の補正につきましては、ページを２枚お開きください。第２表地方債の補正は、

災害復旧事業に伴う災害復旧債の追加であり、限度額を１,０１０万円とするものであります。 

 それでは、事項別明細書により説明を行いますので、平成２５年度補正予算に関する説明書

の一般会計歳入歳出予算事項別明細書の３ページをお開きください。 

 歳出よりご説明申し上げます。８款消防費・１項消防費・１目消防費 ３９万円につきまして

は、職員及び団員に係る時間外手当、費用弁償分の分署負担金であります。 

 １２款災害復旧費・１項災害復旧費・１目４．７災害復旧事業費につきましては、それぞれ

災害復旧に関わる道路災害復旧事業工事請負費 ２,４３９万５千円を中心とする経費総額 ３,

３１４万２千円であります。 

 歳入につきましては、地方交付税１,８０５万８千円を充当補正し、国庫補助金４００万円、

町が公共施設に対してかけている総合賠償保険からの支払金１３７万４千円及び町債１,０１

０万円の補正を行うものであります。 

 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、承認第８号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、承認することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 
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○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、承認第８号 平成２５年度清里町一般会計補正予算（第１号）専決処分承認に

ついては、承認することに決定しました。 

 
●日程第１４  議案第３６号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１４ 議案第３６号 平成２５年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）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（澤本正弘君） 

 ただ今上程されました、議案第３６号 平成２５年度清里町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第１号）につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 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９０万３千円を追加し、予

算の総額を歳入歳出それぞれ７億５,２１３万１千円 とするものでございます。 

 今回の補正は、先に承認いただいた清里町国民健康保険税条例改正に伴い、国民健康保険税

システムの改修に要する経費について補正をさせていただくものでございます。 

 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、別冊の平成２５年度補正

予算に関する説明書の黄色の国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書の２ページ

をお開きください。 

 歳出よりご説明申し上げます。１款総務費・１項総務管理費・１目一般管理費 ９０万３千円

の増額につきましては、１３節委託料におきまして、国保税システム改修業務に係る所要額を

補正するものでございます。 

 歳入につきましては、上段にお示ししているとおり、特定財源であります財政調整交付金 

９０万３千円を増額補正するものであります。 

 以上で、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３６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。 
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（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第３６号 平成２５年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）は、原案のとおり可決されました。 

 
●日程第１５  議案第３７号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１５ 議案第３７号 町民活動施設改修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。産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 ただ今上程されました、議案第３７号 町民活動施設改修工事請負契約の締結について、ご

説明申し上げます。 

 本件は議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、

議会の議決を求めるものであります。 

 契約の目的は、町民活動施設改修工事であります。 
 工事の概要をご説明申し上げます。工事の場所は清里町字神威１０７１番地４、町民活動施

設であり、施設の内装改修、外壁・屋根の塗装工事などであります。 
 契約の方法は指名競争入札であり、契約金額は５,８８０万円となっております。なお、予定

価格については、６,０１２万３千円であり、契約の相手方は清里町 野村興業株式会社でござ

います。 
 工期は契約の翌日より、平成２５年１０月３０日を予定しております。 
 以上、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３７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。 
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 したがって、議案第３７号 町民活動施設改修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１６  報告第１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１６ 報告第１号 専決処分の報告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（柏木繁延君） 

 ただ今上程されました、報告第１号 専決処分の報告について、提案理由の説明を申し上げ

ます。 
 本件につきましては、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分を行いましたので、

同条第２項の規定により議会に報告するものであります。 
 今回の報告は、施設の瑕疵等による損害への補償・補填を行った事項について、報告を行う

ものであります。 

 プールでの事故が１件、また、４月７日の暴風雨災害での飛散物による車両への損害が６件

であります。３月２６日専決分が１件、賠償金額が５２万６,０７６円、５月１日専決分が４件、

賠償金額が７０万２０２円、５月７日専決分が１件、賠償金額が１３万１,５５５円、５月８日

専決分が１件、賠償金額が２２万９２０円であります。 

 示談相手、内容については、専決処分書のとおりであります。 

 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。 

 これで、報告第１号 専決処分の報告についてを終わります。 

 
○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２５年第３回清里町議会臨時会を閉会いたします。ご苦労様でした。 
 

                               閉会 午前１０時４３分 


