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平成２６年第５回清里町議会臨時会会議録（１１月２５日） 

 

 平成２６年第５回清里町議会臨時会は、清里町議会議事堂に招集された。 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

    １番 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   二 瓶  正 規 

    建 設 課 長   藤 代  弘 輝 

    出 納 室 長   溝 口  富 男 

    教 育 長   岸 本  幸 雄 

    生涯教育課長   伊 藤  浩 幸 
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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   寺 岡  輝 美 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

   議案第４３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４４号  清里町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例 

   議案第４５号  清里町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

   議案第４６号  平成２６年度清里町一般会計補正予算（第４号） 

   議案第４７号  平成２６年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 
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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。 

ただいまから平成２６年第５回清里町議会臨時会を開会いたします。 

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。本臨時会の会期は、条例改正及び一般会計補正予算など提案件数、議案

の内容から判断して、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点について御報告申し上げます。 

大きな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。 
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１点目、１０月１１日に北見市において、平成２６年度自由民主党移動政調会が開催され、村

尾議長が出席し、懸案事項についての要請を行っております。 

２点目、１０月２３日に小清水町において、８町の議会議員が参加し、北網ブロック町議会議

員研修会が開催されました。北海道財務局北見出張所所長よりオホーツクの経済について講演を

受けております。 

３点目、１０月２８日にオホーツク圏活性化期成会秋季要望活動が行われ、村尾議長が期成会

副会長として、記載の内容について北海道知事副知事に対し、要請活動を行っております。２ペ

ージをお開きください。 

４点目、１１月１日に東京清里会総会が開催され、村尾議長が町関係者とともに出席しており

ます。会員との情報交換及び交流会が行われました。 

５点目、１１月５日に北網ブロック市町議会正副議長会議が津別町で開催され、北見市議会、

網走市議会を含む１０市町議会正副議長により共通する課題について、協議情報交換が行われま

した。 

６点目、１１月１１日に、斜里郡３町議会議長による日本赤十字本社への要請活動を行ってお

ります。地域医療の充実に向けた要請を行いました。 

７点目、１１月１２日に第５８回町村議会議長全国大会が東京で開催され、村尾議長が出席し

ております。決議特別決議の内容は６ページから１１ページに添付しております。また記載の要

望事項について関係省庁に要請活動がなされたところであります。 

８点目、第３９回豪雪地帯町村議会議長全国大会について。議長全国大会に引き続き開催され、

１２ページにあります事項が決議され、また記載の要望事項８項目について関係省庁に要請活動

が行われたところであります。 

９点目、その他の会議行事等について。記載の会議行事等に議長、副議長、所管常任委員長が

出席しておりますので、ご報告申し上げます。 

大きな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。 

大きな３点目、例月現金出納検査の結果について。平成２６年９月分、１０月分について１３

ページ・１４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。 

大きな４点目、平成２６年第５回清里町議会臨時会説明員等の報告について。１５ページのと

おりとなっております。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） 

 それでは、町長の一般行政報告について申し上げます。 

 まず大きな１の主要事業の報告でございます。１点目のクリニックきよさとの閉院についてで
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あります。クリニックきよ里を運営されております医療法人恵尚会より、去る７月４日に、現在

の主要貸借契約に基づく支援のみでは診療所運営を継続することが困難であるため、今後の契約

終了時期などについて協議をさせていただきたいとそうした申し入れがございました。これ以降、

町におきましては、恵尚会と協議を行ってきたところでございますが、改めて恵尚会より再検討

の結果、平成２７年３月３１日をもって閉院を考えているその旨の通知を１１月１０日にいただ

いたところでございます。現在の診療所建物及び医療機器等については、平成２５年４月１日よ

り平成２８年の３月３１日までの使用貸借契約により運営をいただいてるものでありますので、

町としては、契約期間の途中解約、これについては納得できるものではありませんが、通告にあ

りました閉院の期日までの時間がございませんので、早急に新たに診療所を運営していただける

医師または医療法人などの募集手続を今後進めてまいりますので、ご理解を賜りたいというふう

に思います。 

次に２点目の国道３３４号道路整備促進連絡会議等の総会及び要望についてでございます。総

会につきましては１０月１０日、小清水町役場にて行われております。記載の議案３件について

それぞれ原案のとおり可決承認がされたものでございます。なお、役員の改選につきましては、

２年ごとの持ち回りとなっておりまして、平成２７年、２８年の２年間は、会長に美幌町長、副

会長に小清水町長が選出されたものでございます。なお、要望活動につきましては、網走開発建

設部に１０月２２日北海道開発局に１０月２８日連携会議の構成市町の首長によりまして、事業

の早期整備促進等について要請活動を行っております。 

次に３点目の平成２６年度自由民主党移動政調会についてであります。１０月１１日、北見市

ビッツァークホテルで開催がされております。本町からは議会議長、農協組合長、そして私の方

３名が出席をし、記載の３項目に、７項目につきまして武部代議士及び高橋道議会議員に対し要

請を行ったものでございます。次に、２ページをお開きください 

４点目のオホーツク圏活性化期成会秋季要望についてであります。１０月の２８日活性化期成

会で構成されています市町村長及び議長におきまして、総務班・総務文教厚生班１班２班・農林

水産班・建設経済班の５班を編成いたしまして、北海道に対し、秋季要望活動を行ったものでご

ざいます。私は総務文教厚生２班として、関係の首長及び議長とともに記載の８項目の要望事項

につきまして関係部局に対し、要望活動を行ったものでございます。 

次に５点目の北海道横断自動車北見網走間建設促進期成会秋季要望についてであります。１１

月６日に北海道及び北海道開発局に対しまして、そして翌日の７日は武部代議士他、道内選出代

議士及び財務省国土交通省に対しまして、記載の２項目について、要望活動を行ったものでござ

います。 

次に６点目の全国町村長大会についてでありますが、１１月１９日東京ＮＨＫホールで行われ

ております。全国町村会会長の挨拶の後に、安倍内閣総理大臣他４名の方の来賓挨拶と小田切明

治大学教授の公演に続きまして、大会次第によりまして記載の大会決議９件、特別決議１件、大

会意見３４項目、４項目にわたる要望を採択し、内閣府及び関係省庁に要望活動を行ったもので

ございます。次に、３ページをご覧ください。 

大きな２の主な会議行事等の報告でございます。清里町顕彰式表彰式につきましては、１０月

３０日、町民会館で開催がされております。顕彰条例に基づき、自治功労１０名・教育文化体育

功労１名・社会福祉功労１名の方に顕彰状及び記章表彰規則に基づき１名１組の方には、表彰状

を授与させていただいたものでございます。受賞されました皆さんに改めて心よりお祝いを申し
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上げます。 

次に、東京清里会の総会でありますが１１月の１日東京レストランサンミにおいて開催されま

した。清里町からは町議会議長、教育委員長、商工会会長、町農協参事、そして私と事務局２名

都合７名の参加と札幌清里会、東京女満別会、東京斜里会、東京大学陸上部からもそれぞれ代表

の方の参加をいただく中、東京清里会からは岡本会長他６２名の方が参加され、岡本会長の挨拶

に続き、清里町からは今年の出来事や町政の取組み関係、機関及び団体からはそれぞれの活動状

況について報告をいただき、参加者によるふるさと交流懇談が行われ、盛会のうちに終了いたし

たところでございます。また今年はふるさと応援団の２年任期の満了に当たりましたので改めて

役員の皆さんに対し任命書を交付させていただいたものでございます。 

次に清里町地域振興懇話会でございます。１１月の５日役場３階各種委員会室にて、開催がさ

れました。記載の関係機関団体の代表の方々のご出席を賜り、今年度の町の主要事業及び施策並

びに事業の進捗状況等について報告をさせていただいた後に各関係機関団体より、それぞれの情

報提供とまちづくりや地域振興方策等について意見交換が行われたものでございます。以上申し

上げ、町長の一般行政報告といたします。 

 

○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。 

 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 岸本幸雄君。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 教育長一般行政報告を申し上げます。 

初めに、大きな１主な会議行事等の報告でございます。１点目、第３７回斜里岳ロードレース

大会について。平成２６年９月２１日プラネット周辺で開催され、競技種目としてハーフマラソ

ン５キロ・３キロ・２キロ・１キロの部が行われております。ゲストランナーに谷川真理さんを

お迎えし、同時にローカルフードフェスティバルが開催されております。当日の出場者数につき

ましては６８０名、エントリーが７３２名でございまして、昨年より３４名の増となっておりま

す。大会運営に当たりまして、スタッフの方々２４１名の御協力をいただき、当日合計いたしま

すと９２１名の方々が出場運営をしていただいております。この他、応援の方々等多くの来場者

により天候にも恵まれ、盛大に開催されております。 

次に清里高校生海外派遣研修事業について。９月１８日から２８日の１１日間、ニュージーラ

ンドでモトエカ町内研修、姉妹高校であるモトエカ高校体験入学、ウエリントン市内研修など異
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文化に触れ、貴重な研修体験が行われました。参加者につきましては、清里高校１年生２２名の

他、教職員、教育委員会職員等、合計２７名でございます。 

次に清里町ＰＴＡ連合会、教育懇談会について。１０月３日、緑清荘にて開催され、各小中学

校ＰＴＡ役員等２３名が参加し、各学校における活動報告、情報交換等が行われ、会議後の懇談

会には、清里高校の校長先生、ＰＴＡ役員も出席し、交流が深められました。 

次に、第３８回道民芸術祭斜網地区舞台部門展示部門について。１０月４日から５日にかけて、

プラネットにおきまして、斜網地区５市町村の持ち回りでの開催となっております。文化愛好者

による展示、舞台発表がございまして、今年度は、清里町において開催されております。参加者

につきましては、舞台部門が３８名、展示部門７０名であり、本町からは舞台部門に、大正琴並

びに三味線の方々が出演され、展示部門には、陶芸、木工、生け花などの作品が出展されており

ます。２日間延べ来場者数につきましては、約３００名でございました。 

次に清里町スポーツフェスティバルについて。１０月１３日緑ヶ丘公園で開催され、パークゴ

ルフ、ゲートカーリング、また小学生対象のキッズザチャレンジが行われ、合わせて１１７名が

参加し、開催されました。 

次に北海道の子どもたちの学力について考える会オホーツクについて。１１月１５日プラネッ

トで開催され、北海道教育長、オホーツク教育局の主催により全体３部構成で行われております。

第１部につきましては、岡崎朋美さんを講師にお迎えし、対談形式により、御自身の経験から子

供たちの生活習慣の改善による学力向上等についてお話をいただき、第２部では、斜里郡３町の

教育長より、学力向上に関する取り組みが発表されました。また第３部におきましては、清里中

学校長、光岳小学校の保護者、家庭教育サポート企業であります野村興業の方々よりそれぞれの

取り組みが発表されました。当日はオホーツク管内、教職員並びに保護者教育関係者等約２００

名が参加し、開催されております。 

大きな２点目、教育委員会の開催状況でございます。第５回が１０月１日開催され、清里町教

育委員会委員長の選挙についての他、記載の議題４件について審議されております。第６回は、

１０月３０日に開催され、平成２６年度文化賞及び文化奨励賞並びにスポーツ賞及びスポーツ奨

励賞の決定について審議されております。 

次に、大きな３点目その他でございます。１の全道大会の出場結果について。 

（１）清里中学校陸上について。第２１回北海道中学校新人陸上競技大会が９月２０日から２１

日帯広市帯広の森、陸上競技場で開催され記載の２名が出場し、２学年 春名将志君が、男子

砲丸投げで、８位入賞を果たしております。 

（２）清里中学校野球について。第１１回北海道中学校軟式野球選抜選手権大会は、来年春に行

われます第６回全日本少年春季軟式野球の北海道予選会を兼ねた大会でございます。１０月１

１日、滝川市滝野川球場で開催されました。残念ながら結果につきましては、１回戦敗退とな

っております。 

以上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） 
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○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  議案第４３号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第６ 議案４３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） 

 只今、上程されました、議案第４３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申し上げます。 

今回の条例改正につきましては、先の人事院勧告により、平成２６年４月分の月例給与を官民

比較において平均０．２７％民間が公務員を上回っている、また特別給においても０．１７ヶ月

程度民間が上回っているという調査結果から改正を行うものであります。 

当町関係部分におきましては、通勤手当についても改正を行うものであります。 

また、今般の人事院勧告の２点目の大きな柱であります。給与制度の総合的な見直しについて

は、１つは、民間賃金の低い地域における官民給与実情の反映、５０歳代後半層における官民格

差の拡大等を勘案した勧告となっており、平成２７年４月１日以降の給与表を平均２％から５０

歳代後半で最大４％引き下げを行う改正であります。 

従いまして、今回の町職員給与条例については、今年度分においては、４月遡及による月例給

及び期末手当通勤手当の改正と明年４月１日以降の給与を平均２％引き下げの俸給表の改正及び

管理職、特別勤務手当改正と大きくは２つの改正となっております。 

新旧対象表により説明申し上げますので、審議資料１ページをお開きください。新旧対照表で

ご説明申し上げます。第１条関係では、通勤手当において使用距離数に応じ、それぞれ１００円

から７千１００円の総額改正を行うものであります。２ページをお開き下さい。勤勉手当に関す

る第１８条第２項第１号につきましては、再任用以外の職員について、１２月支給手当分の１０

０分の１５月分の増額改定であります。第２号につきましては、再任用職員の１２月手当を１０

０分の５月分増額改正するものであります。３ページをご覧ください。別表１、行政職給料表で

あります。先に説明申し上げました、民間給与対比による均衡分平均０．３％を引き上げる給与

表の改正であります。３ページから６ページまでが行政職給与表であり、１６ページまでが医療

職給与表であります。以上第１条関係の改定は、１２月１日を基準日とし、４月１日に遡及し、

適用するものであります。 

次に、第２条関係について説明申し上げますので１６ページをお開きください。第２条関係に

つきましては、今回の人事院勧告の２つ目の柱である平成２７年４月１日からの手当給与に関す

る改正であります。第１８条第２項第１号、再任用以外の勤務手当については１００分の７．５

月分の減額改定。１７ページ、再任用職員については、１００分の２．５月分の減額改定を行う

ものであります。第２１条管理職特別勤務手当につきましては、管理職が災害への対応など臨時

緊急の必要により、やむを得ず平日深夜の午前０時から午前５時までの勤務した間、勤務した場
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合は、１回６千円の手当を支給する旨の改正であります。２１ページ、別表第１ 行政職給与表

をご覧ください。先に説明申し上げました俸給表水準の引き下げに関する対照表であり、平均２％

の引下げ改定であります。５０歳代の高齢層を中心とし、官民格差を是正する措置であり、最大

４％の引下げ改定となっております。２１ページから２５ページまでは、行政職給与表３１ペー

ジまでは医療職給与表となっております。１７ページにお戻りください。附則第８項につきまし

ては、平成３０年３月１日までの間、激変緩和のため現給保障を規定するものであります。１８

ページの附則につきましては、条例施行日を平成２６年１２月１日とし、第２条並びに附則第５

項から第９項までについては、平成２７年４月１日とする規定であります。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。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、承認第１号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、承認することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４３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は、承

認することに決定しました。 

 

●日程第７  議案第４４号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第７ 議案第４４号 清里町議会議員の議員報酬並びに費用弁償支給条例の一部を改正す

る条例を議題とします。本件について提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 ただ今上程されました、議案第４４号 清里町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の一

部を改正する条例につきまして提案理由の説明を申し上げます。 

本件につきましては、さきに、人事院より出されました勧告により町職員の給与手当等への改

正が盛り込まれております。町議会議員の期末手当支給率については、町職員の支給率に準じて

改正されておりますので本条例につきましても所要の改正を提案するものであります。 
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本条例の改正内容につきましては、次のページをお開き願いたいと思います。第１条関係につ

きましては、１２月支給の期末手当について、改正前１００分の２０５月分から改正後１００分

の２２０月分、１００分の１５月分の増額改定となります。 

第２条関係につきましては、平成２７年４月１日施行の改正条例であり、６月支給分の期末手

当について、１００分の１９０月分から１００分の１９７.５月分に１２月支給分については、１

００分の２２０月分から１００分の２１２.５月分に減額改定し、都合４.１月分に調整を行うもの

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。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第４４号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、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、議案第４４号 清里町議会議員の議員報酬並びに費用弁償支給条例の一部を改正

する条例については、承認することに決定しました。 

 

●日程第８  議案第４５号 

○議長（村尾富造君） 

日程第８ 議案第４５号 清里町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例を議題とし

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、議案第４５号 清里町長等の給与等に関する条例の一部を改正する

条例につきまして提案理由の説明を申し上げます。 

本件につきましても、先に人事院より出されました勧告により町職員の給与、手当等の改正が

盛り込まれております。町長等の期末手当支給率についても議会議員の期末手当支給率と同様に

町職員の支給率に準じて改正されておりますので、本条例につきましても所要の改正を提案する

ものであります。 
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本条例の改正内容について説明申し上げますので、次のページをお開きください。第１条関係

につきましては、１２月支給の期末手当については改正前１００分の２０５月分から改正後１０

０分の２２０月分１００分の１５月分の増額改定であります。 

第２条関係につきましては、平成２７年４月１日施行の改正条例であり、６月支給分の期末手

当について１００分の１９０月分から１００分の１９７.５月分に１２月支給分については、１０

０分の２２０月分から１００分の２１２.５月分に改定し、都合４.１月分に調整を行うものであり

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。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第４５号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、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、議案第４５号 清里町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例は原案の

とおり可決されました。 

 

●日程第９  議案第４６号 

○議長（村尾富造君） 

日程第９ 議案第４６号 平成２６年度清里町一般会計補正予算（第４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。総務課長 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 ただ今上程されました、議案第４６号 平成２６年度清里町一般会計補正予算第４号について

提案理由の説明を申し上げます。今回の補正は先に議決いただきました議案第４３号から第４５

号に係る給与等の条例の一部改正に伴う補正及び衆議院解散に伴う選挙費を補正するものであり

ます。 

歳入歳出予算の補正は、第１条第１項に記載のとおり歳入歳出それぞれ１千１４１万９千円を

追加し、補正後の予算総額を４９億８６５万５千円とするものであります。第１条第２項につき
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ましては後ほど、別冊補正予算に関する説明書で説明を申し上げたいと思います。 

歳入歳出事項別明細書により説明いたしますので、事項別明細書２ページをお開き願いたいと

存じます。 

歳出より説明申し上げます。１款議会費については、議員期末手当の増額分２８万５千円の補

正であります。２款総務費・１項給与費・１目職員給与費につきましては、特別職期末手当分２

３万円及び一般職期末勤勉手当２７９万２千円の補正であります。３ページをお開きください。

２款総務費・７項選挙費・３目衆議院議員選挙費につきましては、第４７回衆議院議員選挙に対

応するため、報酬から備品購入費まで都合４７０万円を補正するものであります。特定財源、国

道支出金は、衆議院議員選挙委託金４２０万円であります。８款消防費につきましては、人事院

勧告対応分及び職員異動にかかわる人件費分３４１万２千円について、分署負担金として補正す

るものであります。 

歳入について説明申し上げますので、１ページにお戻りください。総括により説明申し上げま

す。９款地方交付税、７２１万９千円については、一般財源として所要額を補正いたします。１

３款国庫支出金につきましては、歳出において説明申し上げましたので、省略させていただきた

いと思います。 

それでは、補正予算にかかわる給与明細書について説明申し上げますので、４ページをお開き

ください。今回の人件費の補正は、人事院勧告に基づく給与職員給与の改定、議員、特別職の期

末手当の改定によるものであります。第１表につきましては、特別職の表であり、下段比較欄に

より説明申し上げます。合計５１万５千円については、町長等が２３万円、議員が２８万５千円

の期末手当の増によるものであります。５ページをご覧ください。本表は、一般職の表であり、

総括で説明申し上げます。右下段合計２７９万２千円は期末勤勉手当の増であります。７ページ

をお開きください。期末勤勉手当の支給率であり、今回の改正で、国家公務員と同率の４.１月分

で改正前より０.１５月分の増となるものであります。 

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。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第４６号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、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、議案第４６号 平成２６年度清里町一般会計補正予算（第４号）は原案のとおり

可決されました。 

 

 

●日程第１０  議案第４７号 

○議長（村尾富造君） 

日程第１０ 議案第４７号 平成２６年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第２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。建設課長。 

 

〇建設課長（藤代弘輝君） 

ただ今上程されました、議案第４７号 平成２６年度清里町簡易水道事業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５万９千円を追

加し、予算総額を６千３００万１千円とするものです。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が、今回の補正は当会計に属する職員１名の給与改定に伴う職員給

与費について予算額を補正するものです。 

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、水色の仕切

り簡易水道事業特別会計、歳入歳出予算事項別明細書の１０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５万９千円の追

加につきましては、２節給与・３節職員手当等におきまして職員の人件費に、それぞれ記載の額

を増額補正するものです。 

なお歳入につきましては、同じく１０ページの上段にお示ししているとおり歳出見合い額とし

て、一般財源となる水道使用料５万９千円を増額補正いたします。なお、１１ページ以降は給与

費明細書となっておりますが、説明は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。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第４７号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、承認することに賛成の方は、起立願います。 
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（賛成者起立） 

  

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

したがって、議案第４７号 平成２６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。 

○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２６年第５回清里町議会臨時会を閉会いたします。御苦労さまでした。 

 

                               閉会 午前１１時０７分 


