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平成２２年第８回清里町議会定例会会議録（３月９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 

             副 町 長   櫛 引 政 明 

           総 務 課 長   古 谷 一 夫 

           町 民 課 長   小 笠 原 利 一 郎 

           建 設 課 長   坂 本 哲 夫 

           産 業 課 長   宇 野  充 

           保 健 福 祉 課 長   島 澤 栄 一 
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           出 納 室 長   谷  秀 三 

           焼 酎 事 業 所 主 査      松 浦  聡 

                     教 育 長   荻 野 美 樹 

           生 涯 教 育 課 長   斉 藤 敏 美 

           監 査 委 員 事 務 局 長   村 上 孝 一 

農業委員会事務局長   宇 野  充 

           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     村 上 孝 一 

           主        査   鈴 木 美 穂 子 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

  同意第 １号  網走支庁管内町村公平委員会委員の選任について 

  議案第 ４号  網走支庁管内町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少び 

          規約の変更について 

  議案第 ５号  北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

  議案第 ６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 ７号  北海道市町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について 

  議案第 ８号  網走地方教育研修センター組合規約の変更について 

  議案第 ９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１０号   清里町特別職の公務員の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１１号  町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

  議案第１２号  清里町基金条例の一部を改正する条例 

  議案第１３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１４号   清里町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の 

          一部を改正する条例 

  議案第１５号  清里町農山村景観・自然環境保全施設設置条例の一部を改正する条例 

  議案第１６号  道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

  議案第１７号  財産の無償貸付について 

  議案第１８号  町道路線の変更について 

  議案第１９号  清里町農山村景観・自然環境保全施設の指定管理者の指定について 

  議案第２０号  地域資源活用交流促進施設整備工事（建築主体）請負契約の締結について 

  議案第２１号  地域資源活用交流促進施設整備工事（機械設備）請負契約の締結について 

  議案第２２号  農山漁村体験施設整備工事（建築主体）請負契約の締結について 

  議案第２３号  農山漁村体験施設整備工事（機械設備）請負契約の締結について 

  議案第２４号  平成２１年度清里町一般会計補正予算（第８号） 

  議案第２５号  平成２１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２６号  平成２１年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 
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  議案第２７号  平成２１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２８号  平成２１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２９号  平成２１年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第２号） 

  議案第３０号  平成２２年度清里町一般会計予算 

  議案第３１号  平成２２年度清里町介護保険事業特別会計予算 

  議案第３２号  平成２２年度清里町国民健康保険事業特別会計予算 

  議案第３３号  平成２２年度清里町老人保健事業特別会計予算 

  議案第３４号  平成２２年度清里町後期高齢者医療特別会計予算 

  議案第３５号  平成２２年度清里町簡易水道事業特別会計予算 

  議案第３６号  平成２２年度清里町農業集落排水事業特別会計予算 

  議案第３７号  平成２２年度清里町焼酎事業特別会計予算 

  町政執行方針 

  教育行政執行方針 

  一般質問 
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                                                         開会 午前９時３０分 

●開会・開議宣告 

○議長（村尾富造君） 

  ただ今の出席議員数は９名です。 

ただ今から、平成２２年第３回清里町議会定例会を開会します。 

 ただちに本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

 

●日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定

により、議長において４番 澤田伸幸君、５番 田中 誠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） 

 本定例会には平成２２年度の各会計予算が提案される議会であり、町政執行方針、教育行政執

行方針、一般質問、各会計予算の審査など提案件数、議案の内容から判断して本定例会の会期は

本日より３月１２日までの４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４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４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３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）第２１回冬季オ

リンピック競技大会スピードスケート応援について本町出身の岡崎朋美選手が連続５回目のオリ

ンピック出場となったことから、現地応援のため議会から村尾議長が参加をいたしております。
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（２）網走支庁管内町村議会議長会定期総会について、２月２２日、斜里町で開催され、村尾議

長が出席いたしております。記載の議題が提案され、原案のとおり議決・承認されました。なお、

その中で、支庁改革に伴う支庁の名称変更により、現在の網走支庁管内町村議会議長会をオホー

ツク町村議会議長会に名称変更することも議決されました。（３）自衛隊入隊予定者激励会につい

て、３月６日、網走市で開催され村尾議長が出席いたしております。なお清里町からは２名が採

用され、入隊する予定ということであります。（４）一部事務組合等の会議について、記載のとお

り一部事務組合の定例会が開催され、それぞれ関係議員が出席いたしております。（５）その他の

会議については、記載のとおり開催され各議員が出席いたしております。 

なお２月１２日臨時町議会では、ラオス人民民主共和国行政幹部候補生一行が議会を傍聴し、ま

た議員との懇談会が実施されております。 

 ２点目、常任委員会及び議会運営委員会の開催状況について、記載の期日・案件で会議が開催

されておりますのでご報告申し上げます。 

 ３点目、平成２２年第３回清里町議会定例会説明員等の報告について、３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、ラオス人民民主共和国行政幹

部候補生訪問団の来町の関係であります。この関係につきましては、財団法人日本国際協力セン

ターＪＩＣＥからの申し入れにより行ったものでありまして、２月の１１日から１５日までの５

日間、緑清荘に宿泊し、この記載の２７名が２月１２日開催の臨時議会の傍聴をはじめ、行政議

会との昼食懇談会、清里町青年との夕食交流会、町内公共施設あるいは産業施設見学など行いま

して、無事この５日間の日程を終了いたしております。また２点目の、清里町オリンピックスピ

ードスケート選手後援会活動状況についてであります。まず、応援活動の状況でありますけれど

も、応援団の出発式２月１５日、私も含めました６名の代表者が現地バンクーバーへ行った訳で

ありまして、当日は約１００名の方々の見送りを、大変寒い中見送りを受け出発をいたした訳で

ありまして、現地での応援の関係でありますけども、現地時間の１６日、１８日それぞれ５００

メートル、１０００メートルの応援をいたした次第であります。また、町内での応援の状況であ

りますけれども、２月１７日５００メートル、約１７０名の方々、さらに２月１９日１０００メ

ートル、約１００名の方々がそれぞれ生涯学習センターホールで応援をして頂いた次第でありま

す。（２）の出場選手の成績の関係でありますけれども、記載のような状況となっております。ま

た３点目の後援会費の納入状況でありますけれども、３月５日現在で、９７８名の方々から１口

１千円といたしまして１千８０８口で、１千８０万８千円の寄附があった訳であります。この内、

１５０万円につきましては、２月５日の出発式の時にご両親にお渡しをいたしております。残り



 6

の３０万８千円につきましては、報告会の時に岡崎選手の為に使わせて頂きたいと言うふうに考

えているところであります。次３点目の、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。３月２日、斜里町で開催されました。付議事件でありますけれども、公平委員会

につきましては、奥谷公敏氏の選任であります。また②から⑤までにつきましては、それぞれ地

方公共団体の数の変化の議決であります。また⑥の補正予算、⑦の２２年度の一般会計予算につ

きましては、それぞれ可決承認がなされております。さらに４点目の、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。３月２日、斜里町で開催されました。この関係

につきましても、消防組合と同じでありまして、公平委員会、そして地方公共団体の数の変更、

補正予算、２２年度の予算でありまして、それぞれ原案のとおり可決承認がなされております。    

大きな２点目の、主要事業の執行状況であります。裏面をめくって頂きまして、４線道路凍雪

害防止工事につきましては、工期が３月１９日でありますけども、予定通りの進捗状況でありま

して、現在９５パーセント。現在の状況でありますけれども、軟弱地盤の調査実施中と言う事で

あります。次、役場総合庁舎バリアフリー改修工事でありまして、工期は３月２５日までであり

まして、エレベーター設置、ユニバーサルトイレ、議会議場段差解消。現在の進捗割合でありま

すけれども、７５パーセントであります。現在まだ工事中であります。また１枚をめって頂きま

して大きな３番目の、主な会議・行事等の報告であります。第３２回まちづくり住民大会、２月

２０日生涯学習センターで開催されました。清里町まちづくり運動推進協議会主催の会議であり

まして、テーマは自立のまちづくり～協働の成果を未来につなぐでありまして、講師先生は札幌

学院大学の河西邦人氏であります。２１０名のご参加を頂き、盛会裏の内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 荻野美樹君。 

 

○教育長（荻野美樹君） 

 教育長の一般行政報告１点についてご報告申し上げます。１の教育委員会の開催状況について

でありますが、第２回教育委員会が２月２２日に開催されまして、記載の４件について審議いた

しております。内容でありますが、１点目の清里中学校ＰＴＡからの少人数学級に関する要請に

つきましては、学級編成は国が定める基準であり、多人数学級の解消は国の責任においてなさら

れるべきで、３０人学級の送致実現の為、学級編成基準の改正を国、道に対し強く要請をするこ

ととし回答をいたしたところであります。また、２つ目の平成２２年度の全国学力・学習状況調

査の実施につきましては、文部科学省の方針により本年度から抽出調査とすることとなりました
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が、本調査は児童生徒の学力、生活状況等把握する為の貴重な調査でありますので、本町におい

ては全ての学校において調査を実施することを決定をいたしたところであります。以上を申し上

げまして、教育長の一般行政報告とさせて頂きます。 

 

○議長（村尾富造君） 

これから質疑を行います。 

                              （「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

質疑なしと認めます。 

これで教育長一般行政報告を終わります。 

 

●日程第６ 同意第１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第６ 同意第１号 網走支庁管内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。副町長。 

 

○副町長（櫛引政明君） 

 ただ今上程されました、同意第１号網走支庁管内町村公平委員会委員の選任について、提案理

由のご説明を申し上げます。網走支庁管内の町村で共同設置をいたしております、３名の公平委

員会委員の内、鬼塚日出男氏がこの３月３１日をもって任期満了となりますので、新たに前の旧

湧別町の町長さんでありました奥谷公敏氏を委員として選任いたしたく、地方公務委員法第９条

の２第２項及び委員会規約第３条第１項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。

地方公務員法第９条の２第２項は、委員は議会の同意を得た上、地方公共団体の長が選任すると

した規定でごさいます。また、委員会規約第３条の第１項は、委員は関係町村長及び一部事務組

合長が協議によって定めた候補者について、関係町村長が当該関係町村等の議会の同意を受けた

上、網走支庁管内町村交通災害共済組合長が選任するとした規定でございます。なお、当該組合

につきましては、この３月３１日をもって解散、脱退となりますので後ほど議案第４号にて規約

の変更について、ご提案を申し上げますが、関係町村等の合意の基に選任者を清里町長に変更し、

４月１日より施行して参ります。奥谷公年氏は現在湧別町曙町１１９番地にお住まいでありまし

て、昭和２４年８月８日生まれの満６０歳の方でございます。同氏の公平委員会の選任につきま

して、満場でのご同意を賜りますよう宜しくお願いを申し上げます。なお、同氏の履歴等につき

ましては、次のページに記載をされておりますのでご覧頂きたいと存じます。また、任期につき

ましては平成２２年４月１日から平成２６年３月３１日までの４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。 
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 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。 

（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。したがって、同意第１号 網走支庁管内町村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４号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第７ 議案第４号 網走支庁管内町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少

及び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 

 ただ今上程されました、議案第 4 号網走支庁管内町村公平委員会を共同設置する地方公共団体

の数の減少及び規約の変更について、提案理由のご説明を申し上げます。本件につきましては、

本年３月３１日をもって、網走支庁管内交通災害共済組合が解散脱退し共同設置している地方公

共団体の数を減少させること、及び共同設置団体長が当該共済組合長から町村会会長が所属する

町村の町、現行においては清里町に変更になること、並びに網走支庁の名称が北海道総合振興局

及び振興局の設置に関する条例によりオホーツク総合振興局に変更されることから、規約の変更

について地方自治法の定めにより議会の議決を求めるものです。なお、内容につきましては審議

資料の新旧対照表でご説明申し上げますので、１ページをご覧頂きたいと存じます。改正後の規

約をもってご説明申し上げます。表題中、網走支庁管内をオホーツクに改めます。同じく、第２

条中、名称をオホーツクに改めます。第３条第１項中委員の選任規定については、網走支庁管内

町村交通災害共済組合の長を、清里町（以下、「共同設置団体長たる地方公共団体」という。）

に改めます。同条、第３項中の報酬及び費用弁償、身分取り扱いについても、共同設置団体長た

る地方公共団体に改めます。事務所及び事務職員を規定する第４条第１項中、次のページをご覧

頂きたいと存じます。事務所はオホーツク町村会に置くことに改めます。同条第３項中の事務職

員については、共同設置団体長たる地方公共団体の職員に改めます。第５条の証人等の費用弁償

についても、共同設置団体長たる地方公共団体の定めるところに改めます。第６条の経費につい

ては、同じく共同設置団体たる地方公共団体の予算から支出するものと改めます。なお、別表か

ら網走支庁管内町村交通災害共済組合を削除いたします。附則は、施行日を平成２２年４月１日

と規定するものでございます。以上で提案理由の説明とさせて頂きます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

                              （「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本件については、討論を省略し採決する事にご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
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○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。これから、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。 

（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。したがって、議案第４号 網走支庁管内町村公平委員会を共同設置する地方公

共団体の数の減少及び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５号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第８ 議案第５号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更についてを議題とします。

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  

ただ今上程されました議案第５号北海道市町村退職手当組合規約の変更について、提案理由の

ご説明を申し上げます。本件につきましては、胆振西部衛生組合及び網走支庁管内町村交通災害

共済組合が解散脱退することから、地方自治法の規定により組合組織団体の協議が必要となるこ

とから議会の議決を求めるものです。変更内容につきましては、審議資料３ページの新旧対照表

でご説明申し上げます。３ページをご覧頂きたいと存じます。附則別表、組合を組織する市町村

及び市町村の一部事務組合名中、区分、網走の項中網走支庁管内町村交通災害共済組合を削り、

同表、胆振の項中胆振西部衛生組合を削ります。なお、附則は施行日を総務大臣許可の日からと

定めます。以上で提案理由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。 

（起立全員） 

 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。したがって、議案第５号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について

は、原案のとおり可決されました。 

 

   ●日程第９ 議案第６号 
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○議長（村尾富造君） 

 日程第９ 議案第６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 

 ただ今上程されました、議案第６号北海道市町村総合事務組合規約の変更について提案理由の

説明を申し上げます。本件につきましても、構成する３組合が解散脱退するとともに１組合の名

称が変更となることから、地方自治法の定めるところにより組合組織団体の協議が必要となりま

すので、議会の議決を求めるものでございます。それでは同じく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４ページをご覧頂きたいと存じます。 

別表第１（第２条関係）組合を組織する地方公共団体の支庁名の項中、留萌支庁（１４）を留萌

支庁（１３）に、網走支庁（２４）を網走支庁（２３）に、胆振支庁（１４）を胆振支庁（１３）

に改めます。また、市町村・一部事務組合及び広域連合欄中、留萌広域行政組合、網走支庁管内

町村交通災害共済組合、胆振西部衛生組合を削り、留萌市外２町衛生センター組合を留萌南部衛

生組合に改めます。次のページをご覧頂きたいと存じます。別表第２（第３条関係）の共同処理

する団体欄中におきましても、別表第１と同様の組合の削除、変更を行うものです。なお、附則

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

由の説明とさせて頂きます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

                              （「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本件については、討論を省略し採決する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。 

（起立全員） 

 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。したがって、議案第６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１０ 議案第７号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１０ 議案第７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。 
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○総務課長 

 ただ今上程されました、議案第７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、構成する３組合が解散脱退するととも

に１組合の名称が変更となることから、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、審議資料の新旧対照表によりご説

明申し上げますので６ページをお開き頂きたいと存じます。別表第１中、胆振西部衛生組合、「釧

路広域市町村圏事務組合、留萌広域行政組合を削り、留萌市外２町衛生センター組合を留萌南部

衛生組合に改めます。なお、附則につきましては、施行日を総務大臣の許可の日からと規定する

ものです。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。 

（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。したがって、議案第７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１１ 議案第８号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１１ 議案第８号 網走地方教育研修センター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。 

 

○生涯教育課長 

 ただ今上程されました、議案第８号網走地方教育研修センター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。網走地方教育研修センターにつきましては、網走管内教職員研修並び

に調査研究機関として網走管内各市町村による一部事務組合が運営を行っているものであり、そ

の規約変更につきましては、地方自治法第２８６条第１項の規定により、議会の議決を求めるこ

とになっております。今回の改正につきましては、北海道総合振興局及び振興局の設置に関する

条例制定に伴い、第１条中、網走支庁をオホーツク総合振興局に名称を改めるものでございます。

それでは別冊の審議資料によりご説明を申し上げますので、７ページをお開き願います。変更前

の規約、第１条中、網走支庁をオホーツク総合振興局に改め、附則において施行期日を北海道知

事の許可のあった日からと規定するものでございます。以上、提案理由の説明を終わります。 
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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。 

（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。したがって、議案第８号 網走教育研修センター組合規約の変更については、

原案のとおり可決されました。 

 

   ●日程第１２ 議案第９号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１２ 議案第９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 

 ただ今上程されました議案第９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、北海道総合振興

局及び振興局の設置に関する条例により、支庁の名称が変更となることから、条文中の支庁の名

称を変更するものです。それでは、新旧対照表によりご説明申し上げますので、審議資料の８ペ

ージをご覧頂きたいと存じます。別表第２備考中、網走支庁をオホーツク総合振興局に、十勝支

庁を十勝総合振興局に、釧路支庁を釧路総合振興局に、根室支庁を根室振興局に改めます。附則

は施行日を本年４月１日とするものでございます。以上で提案理由とさせて頂きます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

                              （「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本件については、討論を省略し採決する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。 

（起立全員） 
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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９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いては、原案のとおり可決されました。 

 

   ●日程第１３ 議案第１０号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１３ 議案第１０号 清里町特別職の公務員の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正

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 

  ただ今上程されました議案第１０号清里町特別職の公務員の報酬及び費用弁償支給条例の一

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、網走支庁

管内公平委員会の共同設置団体長たる地方公共団体の定めるところにより、委員の報酬及び費用

弁償支給が規定されることから、公平委員会委員について特別職の公務員の追加規定を行うとと

もに、支庁名称変更に伴う関係条文の改正を行うものです。改正内容につきましては新旧対照表

によりご説明いたしますので審議資料の９ページをご覧頂きたいと存じます。 

第２条第１項第２０号の次に、（２１）オホーツク町村公平委員会委員を加えます。別表第１中、

職種区分欄、国民保護協議会の次にオホーツク町村公平委員会を、報酬額欄の内委員長日８，０

００円、委員日７，０００円を加えます。次のページをご覧頂きたいと存じます。別表第２備考

中、網走支庁をオホーツク総合振興局に、十勝支庁を十勝総合振興局に、釧路支庁を釧路総合振

興局に、根室支庁を根室振興局に改めます。附則は、条例の施行日を本年４月１日とするもので

ございます。以上で提案理由とさせて頂きます。 

 

○議長（村尾富造君） 

  これから質疑を行います。 

                              （「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本件については、討論を省略し採決する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。 

（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。したがって、議案第１０号 清里町特別職の公務員の報酬及び費用弁償支給条

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１１号 

○議長（村尾富造君） 
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 日程第１４ 議案第１１号 町職員の旅費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 

 ただ今上程されました議案第１１号町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例について、

提案理由のご説明を申し上げます。本件につきましても、北海道総合振興局及び振興局の設置に

関する条例により支庁の名称が変更となることから、条文中の支庁の名称を変更するものでござ

います。それでは新旧対照表によりご説明申し上げますので、審議資料の１１ページをご覧頂き

たいと存じます。別表第２備考中、網走支庁をオホーツク総合振興局に、十勝支庁を十勝総合振

興局に、釧路支庁を釧路総合振興局に、根室支庁を根室振興局に改めます。附則は、施行日を本

年４月１日とするものでございます。以上で提案理由とさせて頂きます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

                              （「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本件については、討論を省略し採決する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。 

（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。したがって、議案第１１号 町職員の旅費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１５ 議案第１２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１５ 議案第１２号 清里町基金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 

 ただ今上程されました議案第１２号清里町基金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、基金の種類に教育設備積立金を目的として設置

しております学校基金を、公共施設整備基金に統合管理するとともに、既に国営小清水地区畑地

帯総合土地パイロット事業については繰上償還を終えていることから、減債基金の基金積み立の

目的から当該項目を削除し、全体的な整理を行うものです。それでは、変更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１２ページをご覧頂きたいと存じます。第２

条の別表中、基金の種類項中学校基金を、基金積立の目的欄中教育設備費積立金を削除します。
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同じく基金の種類項中減債基金の基金積立の目的欄中、及び国営小清水地区畑地帯総合土地改良

パイロット事業償還資金積立金を削除し、減債資金に改めます。なお、附則は本年４月１日を施

行日と規定するものです。以上で説明とさせて預きます。 

 

○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。 

（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。したがって、議案第１２号 清里町基金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１６ 議案第１５号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１６ 議案第１５号 清里町農山村景観・自然環境保全施設設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。産業課長。 

 

○産業課長 

 ただ今上程されました議案第１５号清里町農山村景観・自然環境保全施設設置条例の一部を改

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、本条例の題名および条例の表現中で、清里町農山村景観・自然環境保全施設を斜里

岳山小屋と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 16 ページをお開き下さい。変更部分をアンダーラインで示してお

ります。題名、第１条中、第 2 条中、合わせて別表中にございます清里町農山村景観・自然環境

保全施設を斜里岳山小屋と改めるものでございます。附則につきましては施行期日を定めるもの

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事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。 

（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。したがって、議案第１５号 清里町農山村景観・自然環境保全施設設置条例の

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１７ 議案第１７号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１７ 議案第１７号 財産の無償貸付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 

ただ今上程されました 議案第１７号財産の無貸付について、提案理由をご説明申し上げます。

本件につきましては、今年４月より新たな医療法人が町の施設で診療所を開設するため、地方自

治法第９６条第１項第６号の規定により議会の議決を求めるものでございます。別冊の審議資料

の２１ページの配置図をご覧頂きたいと思います。土地及び建物の所在地、種別、数量につきま

しては、所在地は清里町羽衣町３５番地３５の内で、宅地面積は１千４４７．７９平方メートル、

診療所は１千１１４．７３平方メートル、物置・車庫は８８．５０平方メートルになります。貸

付の目的は診療所の開設であります。貸付の相手方は、宮城県黒川郡富谷町上桜木二丁目３番地

４、医療法人恵尚会理事長岩月尚文でございます。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。 

（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。したがって、議案第１７号 財産の無償貸付については、原案のとおり可決さ

れました。 

 

   ●日程第１８ 議案第１８号 
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○議長（村尾富造君） 

 日程第１８ 議案第１８号 町道路線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。建設課長。 

 

○建設課長 

 ただ今上程されました議案第１８号町道路線の変更について、提案理由の説明を申し上げます。 

本件につきましては、道路法第１０条第２項及び第３項の規定に基づき議会の議決を求めるもの

であります。道路法第１０条第２項及び第３項では、市町村長は市町村区域内路線の区域を変更

する場合議会の議決を経なければならないとされていることから、今回、議決を求めるものであ

ります。区域を変更する路線につきましては町道１６号道路であり、平成２２年４月１日付けで

道道清里止別線交点から江南清里停車場線交点まで、５．５７キロメートルが摩周湖斜里線とし

て道道に昇格することから区域変更の議決を求めるものであります。したがって、記載のとおり

１６号道路の起点が、江南清里停車場線交点であります羽衣町３２番地の１６に変わり、延長が

１千９５８．７１メートルに変更になるものであります。以上で説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

  これから質疑を行います。 

                              （「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本件については、討論を省略し採決する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。 

（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。したがって、議案第１８号 町道路線の変更については、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 清里町農山村景観・自然環境保全施設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 

 ただ今上程されました議案第１９号清里町農山村景観・自然環境保全施設の指定管理者の指定

について、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、清里町字江南８７２番地、平成１６年に新山村振興農林漁業特別対策事業で建設いたし
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ました清里町農山村景観・自然環境保全施設、斜里岳山小屋でございます。施設の概要は鉄筋コ

ンクリート造２階建て、延べ床面積１８３．１３平方メートル。附帯施設といたしまして機械室・

駐車場・あずまや。指定する管理者は清里町水元町１２番地、特定非営利活動法人きよさと観光

協会。指定の期間は平成２２年４月１日から平成２５年３月３１日までの３ヵ年間でございます。

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。 

（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。したがって、議案第１９号 清里町農山村景観・自然環境保全施設の指定管理

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２０ 議案第２０号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２０ 議案第２０号 地域資源活用交流促進施設整備工事（建築主体）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。総務課長。 

 

○総務課長 

 ただ今上程されました、議案第２０号地域資源活用交流促進施設整備工事（建築主体）請負契

約についての提案理由の説明を申し上げます。本件は、議会の議決に附すべき契約及び財産の取

得または処分に関する条例第２条の規定により、工事契約を締結する為議会の議決を求めるもの

でございます。契約の目的は地域資源活用交流促進施設整備工事（建築主体）であります。工事

概要をご説明申し上げます。建設場所は旧福祉センター跡地となる清里町羽衣町１４番地となり

ます。構造は鉄筋コンクリート造り２階建て、延べ面積９７６．２９平方メートル、１階には交

流ホール、ロビー、和室、研修室等を、２階には洋室、研修室等を配置してございます。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２億３千７０９万円となってございます。な

お、予定価格につきましては２千３９５万９千円でございます。契約の相手方は、野村・ほつけ

ん三共経常建設共同企業体であり、代表者は清里町野村興業株式会社、構成員は、網走市ほつけ

ん三共経常株式会社となってございます。工期は契約の翌日より平成２２年９月１７日までを予

定いたしてございます。以上を提案理由の説明とさせて頂きます。 
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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。 

（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。したがって、議案第２０号 地域資源活用交流促進施設整備工事（建設主体）

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２１ 議案第２１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２１ 議案第２１号 地域資源活用交流促進施設整備工事（機械設備）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。総務課長。 

 

○総務課長 

 ただ今上程されました議案第２１号地域資源活用交流促進施設整備工事（機械設備）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。本件は、議会の議決に附すべき契約及び財

産の取得または処分に関する条例第２条の規定により工事契約を締結するため、議会の議決を求

めるものでございます。契約の目的は地域資源活用交流促進施設整備工事（機械設備）でありま

す。工事概要をご説明申し上げます。先に、議案第２０号で議決頂いた建築主体に係る機械設備

工事であり、給排水及び冷暖房等の附帯機械設備を整備するものでございます。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５千２８１万５千円となってございます。なお、予定

価格につきましては、５千３２７万７千円であります。契約の相手方は網走市株式会社そうけん

であります。工期は契約の翌日より平成２２年９月１７日までを予定いたしております。以上を

提案理由の説明とさせて頂きます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

                              （「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本件については、討論を省略し採決する事にご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
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○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。これから、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。 

（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。したがって、議案第２１号 地域資源活用交流促進施設整備工事（機械設備）

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２２ 議案第２２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２２ 議案第２２号 農山漁村体験施設整備工事（建築主体）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 

ただ今上程されました議案第２２号農山漁村体験施設整備工事（建築主体）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。契約の目的は農山漁村体験施

設整備工事（建築主体）であります。工事の概要をご説明申し上げます。建設場所は清里町羽衣

町３１番地３、既存緑清荘の南側に増築するものでございます。建設場所の敷地面積は８千９６

７．９４平方メートル。構造は宿泊・レストラン棟が鉄筋コンクリート造り３階建１千７１７．

６１平方メートル。渡り廊下部分が鉄骨造り平屋建て３５．２５平方メートル、延べ床面積１千

７５２．８６平方メートル。客室タイプとしてシングル タイプが６室、ツインタイプが１８室、

和洋室タイプが６室、計３０室でございます。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４億７千２３９万５千円となっております。なお、予定価格につきましては４億７千

６４４万８千円でございます。契約の相手方は石井・三共後藤特定建設工事共同企業体であり、

代表者は清里町株式会社石井組、構成員は北見市株式会社三共後藤建設でございます。工期は契

約の翌日より平成２２年１０月１８日を予定しております。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。 

（起立全員） 
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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２２号 農山漁村体験施設整備工事（建設主体）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２３ 議案第２３号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２３ 議案第２３号 農山漁村体験施設整備工事（機械設備）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 

 ただ今上程されました議案第２３号農山漁村体験施設整備工事（機械設備）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。契約の目的は農山漁村体験施

設整備工事（機械設備）であります。工事の概要をご説明申し上げます。農山漁村体験施設整備

工事に係る冷暖房設備工事、給排水工事であり、建設場所、規模等は、先の議案第２２号にて申

し上げたとおりでありますので、説明は省略させていただきます。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９千８７０万円となっております。なお、予定価格につきましては 

９千９７１万８千５００円でございます。契約の相手方は長屋・天内特定建設工事共同企業体で

あり、代表者は斜里町株式会社長屋工業、構成員は北見市天内工業株式会社でございます。工期

は契約の翌日より平成２２年１０月１８日を予定しております。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。 

（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。したがって、議案第２３号 農山漁村体験施設整備工事（機械設備）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。 

 

○議長（村尾富造君） 

 ここで、１０時４０分まで休憩をいたします。 

休憩 午前１０時３０分 



 22

再開 午前１０時４５分 

○議長（村尾富造君） 

  休憩前に引き続き会議を続けます。 

 

   ●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２１年度清里町一般会計補正予算(第８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。総務課長。 

 

○総務課長 

 ただ今上程されました議案第２４号平成２１年度清里町一般会計補正予算(第８号)について、

提案理由の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３億９千７９２万８千円を増額し、予算の総額を７３億４千４２０万９千円とする

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を申し上げます。第２条の繰越明許費の補正につきましては、国の

２次補正予算において、事前に繰越を前提として措置されている事業について地方自治法の規定

により第２表繰越明許費とおり繰越を行うものでございます。内容は後ほど地方債の補正と併せ

てご説明を申し上げます。なお、国の一次補正により実施される事業につきましては、債務負担

の確定及び国との繰越協議を経て更に今後繰越の補正を行って参ります。第３条地方債の追加及

び変更は事業の追加及び確定による補正を第３表のとおり補正するものございます。 

それでは議案書を５枚お開き下さい。繰越明許表及び地方債の補正成内容についてご説明申し

上げます。第２表繰越明許費につきましては、総務費におきましては、全国瞬時警報システム整

備事業１６０万円を、また２月臨時会で補正いたしました地域活性化きめ細かな臨時交付金事業

１億９２５万１千円を、さらに今般の補正で計上いたしております民生費、子ども手当てシステ

ム導入事業３１５万円を翌年度へ繰越するものでございます。さらに議案書を１枚お開き頂きた

いと存じます。第３表、地方債の補正につきましては、１の追加は農協が事業主体となる穀類乾

燥調製貯蔵施設整備に係る支援にあたり、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業補助債に

ついて限度額を１億５５０万円とし、起債の方法、利率、償還の方法で補正するものでございま

す。なお、本起債につきましては、過疎債の発行を予定してございます。２の変更につきまして

は、役場総合庁舎耐震補強事業債以下６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３９０万円の減となります。なお、今回変更を行う起債の内、公共投資臨

時交付金の該当事業につきましては、財源の最終確定により更に変更補正が予定されております

ことをご理解頂きたいと存知ます。議案の最初にお戻り頂きたいと存じます。第４条、一時借入

金の補正につきましては、補正予算で執行しております大型事業に係る前払い及び完了払い等に

おきまして、国庫支出金及び起債などの特定財源の収納に時期的なずれが生じる事から、今回、

限度額につきまして３億円を追加し８億円とすることでございます。 

それではまず始めに、今回の補正について主な内容についてご説明申し上げますので、お手元

の平成２１年度第３回清里町議会定例会審議資料の最終ページ、２２ページをお開き頂きたいと

存じます。今回の補正の全体的な概要についてまずご説明を申し上げます。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、今後必要が見込まれるものの追加補
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正、さらには一般財源及び特定財源の増減に伴う全体的な財源調整を行うものでございます。歳

入におきましては、町税の賦課調定状況による補正及び特定財源の調整を行うとともに、一般財

源となる普通交付税の確定歳入と併せ、事業費の精算等により基金からの繰入金を減額いたして

ございます。加えて追加事業に伴う国庫支出金及び町債の増額補正を行って参ります。また、歳

出におきましては清里町農協穀類乾燥貯蔵施設整備に係る支援、さらには特別会計の全体的な繰

出金調整を行って参ります。 

それでは補正予算概要についてご説明を申し上げます。総務費の減債基金積立事業１千６７５

万６千円の補正につきましては、将来にわたる施設整備に有した借入起債の償還の為、本年度見

込まれる介護報酬収入の超過分等について基金への積立を行うものでございます。同じく、公共

施設整備基金積立事業１億２千３１５万３千円の補正につきましては、各事業等において高い率

の交付金等の特別財源の手当及び一般財源充当事業における不用額について、全体的な剰予が生

じましたので将来の施設整備に向けて基金積立を行うものでございます。民生費の介護保険事業

特別会計繰出金の補正につきましては、介護給付の伸びにより一般会計の負担所要額３００万６

千円を補正するものでございます。子ども手当てシステム導入委託事業３１５万円の補正につき

ましては、平成２２年度からの制度開始に向け、給付システムの整備経費を補正するものであり、

財源は全て国庫支出金となります。衛生費、国民健康保険事業特別会計繰出金２千万円の減額補

正につきましては、医療給付費の急激な増加に対応すべく、当初予算において３千万円の別枠繰

出計上をしておりましたが、医療費給付について一定の落ち着きが見られることから年度末実行

見込み減額措置を行って参ります。農林水産業費、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業

補助、３億９千７５０万円につきましては、農協が事業主体となって整備を進めております穀類

乾燥調製貯蔵施設に対し、地域農業振興の見地から国の財政支援制度を活用した中、町単独の補

助を実施するものでございます。施設整備の全体事業費１０億１千５００万円の内、２分の１が

事業者である農協の負担となりますが、負担額に対して３億９千７５０万円の補助を行うもので

ございます。財源につきましては、国庫支出金となる公共投資臨時交付金が２億７千８８５万３

千円、過疎債が１億５５０万円、一般財源は１千３１４万７千円となってございます。 

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１

６ページをご覧頂きたいと存じます。なお、事業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頂きます。特定財源につきましても、主なもののみ説明とさせて頂きま

す。なお、特別交付税や地方譲与税等、歳入の未確定の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月末日を以って繰越処分の措

置をさせて頂く事をご理解頂きたいと存じます。また今後、大型補正事業関係の繰越補正を措置

するに当たりましては、臨時会等をお願いすることについて併せてご理解を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きげによる人件費及び物件費等の不

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１千２６０万円の減額につき

ましても、手当支給率の引き下げ改正によるものでございます。２項総務管理費、１目一般管理

費につきましては財源の振替えを行うものでございます。２目財産管理費１億３千９０３万４千

円につきましては、予算概要でご説明申し上げました基金積立が主たる要因となってございます。

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ございます。なお、減債及び公共施設整備基金につきましては先ほどご説明

申し上げました。３目地籍管理費から１１目緑センター費までは全て不用額の整理と財源調整と
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なってございます。１２目顕彰費１００万円の補正につきましては、先に顕彰審議会において決

定頂いた、清里町顕彰条例に基づく大谷昌平医師に対する社会福祉功労顕彰に係る功労金となっ

てございます。１３目報酬等審議会費から１８ページの１５目総合庁舎管理費につきましては、

請負残等の不用額の減額措置となってございます。１８ページをご覧頂きたいと存じます。１６

目福祉センター費は施設使用料の増に伴う財源の振替えとなります。3 項開発促進費、1 目企画

振興費７７万９千円の減額につきましては工事請負残等の不用額の整理となります。2 目土地利

用計画費は財源の振替えとなってございます。3 目花と緑と交流の町づくり事業費３６４万８千

円の減額につきましても、今年度事業実績による不用額の減額となります。４項徴税費、１目徴

税費から２１ページの監査委員費についても不用額の減額と財源調整によるものでございます。

２１ページをご覧頂きたいと存じます。９項地域振興費、１目地域振興対策費２千３０７万５千

円の減額につきましては、４節共済費から２２ページの負担金及び交付金までそれぞれ執行残の

減額措置となってございます。なお、特定財源のその他２千８０５万９千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２千３７５万９千円の皆減と平成２０年度２次補正

基金充当分３５０万円の財源振替え充当、さらには諸収入８０万円の減額となってございます。

２２ページをご覧頂きたいと存じます。民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費は、物件

費不用額の減額、２目障害者自立支援費５１８万２千円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費等の見込みによる補正を行うもので特異的事項はありません。２３ペ

ージをご覧頂きたいと存じます。３目福祉サービス事業費は負担金の減額による財源の振替えと

なります。４目老人福祉費から６目国民年金事務費までは不用額の減額及び財源の調整となって

おりますが、４目老人福祉費につきまては２８節繰出金において先ほど補正予算概要でご説明申

し上げました介護保険特会への繰出金３００万６千円の増額補正を行って参ります。２４ページ

をご覧頂きたいと存じます。２項児童福祉費、１目児童母子福祉費１１万円の減額につきまして

は、１３節委託料において子ども手当てシステム導入委託料３１５万円を補正するとともに、２

０節扶助費におきましてはそれぞれ給付実績等に伴う減額措置により３２６万円の減額補正とな

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ございます。予防費の委託料につきましては健康管理システム

改修業務委託料１９万８千円を増額補正してございます。３目各種医療対策費２千３３０万円の

減額補正につきましては、２０節扶助費につきましては実績及び年度末支給見込みを見込んでの

減額、さらには２８節において国保特会繰出金２千万円の減額補正を計上してございます。２１

節貸付金につきましては、貸付が無かった為の皆減となります。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１０５万１千円の減額を行って参ります。５目

保健福祉センター費２５０万円の減額は燃料費及び光熱水費の減によるものでございます。２６

ページをご覧頂きたいと存じます。１目清掃事業費１９４万円の減額補正につきましては、物件

費及び工事請負残を中心とした不用額の整理となってございます。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９８万９千円の減額を行って参ります。４目農地開発事業費３４

９万８千円の補正につきましては、１９節負担金補助及び交付金の補正が主な要因であり、清里

町畑地かんがい管理運営協議会交付金２２５万円の補正は、斜網地域維持管理組合負担金の減額

に伴い受益者負担分を一括して協議会に対して行うものでございます。団体営土地改良事業負担

金１３９万８千円は同じく斜網地区協議会負担金の減額に伴い、出作に伴う精算措置として斜里、
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小清水両町に対して負担を行うものでございます。なお、特定財源のその他４７６万円につきま

しては、斜網地区維持管理組合からの交付金となります。２８ページをご覧頂きたいと思います。

５目道営整備事業費２１４万５千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１１２万５千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３億９千７５０万円の増額は、先にご説明申し上げた農協麦乾施設整備に対する

町の補助であり、当該事業の財源につきましては先に補正予算概要でご説明したとおりでござい

ますが、旧福祉センター跡地建設の地域資源活用交流施設及び緑清荘増改築事業となる農山漁村

体験施設を含めた交付金裏２分の１に対する公共投資臨時交付金について、通常９０パーセント

のところ財政力指数等が緩和され、清里町においては約９５．５パーセントの嵩上げとなったこ

とから、国交付金が合わせて３億６２１万６千円、過疎債が１億５５０万円、一般財源が１千４

２１万６千円の減となり、実質的な町の負担は現補正時点で３パーセント以下となる見込みでご

ざいます。なお、さらに最終内示において公共投資臨時交付金の増額が見込まれることから、今

後の補正において追加的な財源調整を行って参ります。２項林業振興費、１目林業振興費は不用

額の整理となってございます。６款商工費、１目商工振興費は不用額の減額、２款観光費も同じ

く不用額の減額となりますが、１９節負担金補助及び交付金のふるさと産業祭り負担金１６２万

円の減額は実行委員会に対し直接支庁の地域政策補助があったことから調整減額を行うものでご

ざいます。３目温泉施設費６３５万８千円の減額は指定管理両施設について協定に基づく燃料費

等の実績精算を見込み減額補正を行うものでございます。４目オートキャンプ場費及び６目江南

パークゴルフ場費は年度事業終了に伴う実績精算による不用額の整理になってございます。３０

ページをご覧頂きたいと存じます。７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁費及び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っております。２項都市計画費も特にござい

ませんで。３２ページをご覧頂きたいと存じます。３項住宅費についても特異的事項はございま

せん。８款消防費７０５万８千円の減額につきましては、消防分署負担金の減額であり、主に高

規格救急車購入及び車庫整備請負残によるものでございます。９款教育費についてご説明申し上

げます。１項教育総務費、２目教育諸費８５万４千円の減額につきましては、実績及び年度内執

行見込みにより減額を行うものでございます。２項小学校費の１目学校管理費３４３万５千円の

減は、光熱水費及び光岳小学校改築実施設計業務委託料をそれぞれ記載のとおり減額をするもの

でございます。２目教育振興費は特にございません。４項社会教育費、２目生涯教育費から３４

ページの６目学校給食センター費までは本年度実績及び年度末実行見込みによる不用額の整理と

なっていますので説明は省略させて頂きます。社会教育関係の各科目の特定財源のその他はいず

れも使用料収入の減額調整による補正措置となってございます。３５ページをご覧頂きたいと存

じます。公債費の１目元金及び２目利子については財源の振替えであり、特定財源その他はいず

れも町営住宅使用料となってございます。 

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

につきましては総括でご説明を申し上げます。一般財源の補正額は１款町税が６５５万円の増、

８款地方特例交付金が４０万１千円の減、９款地方交付税が２千８１万４千円の増となります。

したがって、一般財源の今回の補正額は合わせて２千６９６万３千円の増となります。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２０

０万３千円の減、１２款使用料及び手数料が２４万３千円の増、１３款の国庫支出金が２億７千

２９６万円の増、１４款道支出金が３０３万９千円の減、１５款財産収入が４７万６千円の減、
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１６款繰入金が２千３７０万６千円の減となります。１８款諸収入が２千５００万６千円の増、

１９款町債が１億１６０万円の増、２０款寄付金が３８万円の増となります。その結果、特定財

源の今回の補正額を合わせて３億７千９６万５千円の増となります。また、今回の補正時点にお

ける基金残高見込み額は２７億４千５００万円となる程度の見込みで、平成２０年度末と比較し

約２億３千１００万円の増となってございます。最後に給与明細書についてご説明申し上げます

ので３６ページをお開き頂きたいと存じます。特別職につきましては給与費の期末手当において

補正後１２５万７千円の減となります。３７ページ、一般職においては同じく給与費の職員手当

てにおいて補正後１千２０４万３千円の減となってございます。以上で説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

                              （「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 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。 

（起立全員） 

○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２１年度一般会計補正予算（第８号）につい

ては、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２１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 

 ただ今上提されました議案第２５号平成２１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、提案理由を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７千６９３千円を追加し、予算の総額を４億９４１万円とするものであります。

第２項につきましては、別冊の補正予算に関する説明書によりご説明いたします。今回の補正は、

平成２２年度介護保険制度改正に伴い介護保険システムの改修を行うための必要経費、及び今後

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特定財源の全体調整を行うも

のでございます。 

歳出からご説明しますので補正予算に関する説明書の中程の薄茶色の仕切りの、介護保険事業

特別会計事項別明細書の４ページをお開き願います。歳出、総務費、一般管理費、１３節委託料

６９３千円は介護保険システム改修業務委託料であり、特定財源その他は一般会計繰入金になり
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ます。次の保険給付費、１目居宅介護サービス給付費、１９節負担金補助及び交付金４２５万円

の減額補正の内訳は説明欄に記載のとおりになります。財源内訳の特定財源その他は、支払基金

交付金２３２万８千円減と一般会計繰入金１４０万４千円減になります。２目施設介護サービス

給付費、１９節負担金補助及び交付金５５８万円を給付費の増により増額補正いたします。財源

内訳の特定財源その他は、支払基金交付金３０５万７千円と一般会計繰入金が１８４万３千円に

なります。次の１目高額介護サービス等費、１９節負担金補助及び交付金１６１万円の増額補正

の特定財源その他は、支払基金交付金８８万２千円と一般会計繰入金５３万２千円になります。

次の５ページの１目特定入所者介護サービス等費、１９節負担金補助及び交付金４０６万円の増

額補正は、特定財源その他は支払基金交付金が２２２万４千円と一般会計繰入金１３４万２千円

となります。 

次に１ページに戻って頂きまして、総括表の歳入につきましては一般財源の介護保険料４２万

８千円を減額し、特定財源に財源振替えを行います。特定財源については先ほど歳出でご説明い

たしましたので省略させて頂きたいと思います。なお、この後、保険給付費や国庫支出金などの

確定に伴い、一般会計繰入金について３月３１日付けを以って専決処分を行って参りたいと思い

ますのでご理解を頂きたいと思います。以上で補正予算の説明を終わらせて預きます。  

 

○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。 

（起立全員） 

○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２１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２６ 議案第２６号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２６ 議案第２６号 平成２１年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４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 

 ただ今上程されました議案第２６号平成２１年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第４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６千２４２万円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ７億３千
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３９１万３千円とするものでございます。第１条第２項につきましては事項別明細書によりご説

明申し上げます。事項別明細書の６ページをお開き下さい。今回の補正は実行予算に基づき療養

給付費等の減額、不用額の整理及び特定財源の調整を行うものでございます。 

それでは歳出よりご説明いたしますが、物件費等の不用額の減額につきましては説明を省略さ

せて頂きます。１款総務費、１項一般管理費、２項徴税費及び３項運営協議会費につきましては

特異的なものはございません。７ページをお開き下さい。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及び２目退職者被保険者等療養給付費につきましては、医療費が前年度

より減少いたしましたので４千２４３万８千円、３０５万１千円それぞれ減額いたします。特定

財源、国道支出金２千１１５万７千円の減は国の療養給付費負担金であり、その他２千２２８万

２千円の減は高額医療費共同事業交付金１６９万８千円の減、保健基盤安定繰入金４２万７千円

の減、財政安定化支援事業繰入金１５万７千円の減、その他一般会計繰入金２千万円の減であり

ます。２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費につきましても、高額療養費の減少により

６５４万２千円減額いたします。特定財源、国道支出金６５４万２千円の減は国の療養給付費負

担金であります。３項移送費、１目一般被保険者移送費及び２目退職者被保険者等移送費につき

ましては、異的なものはございません。８ページをお開き下さい。４款前期高齢者納付金等、５

款老人保健拠出金、６款介護納付金及び９ページ７款共同事業拠出金につきましては、負担金額

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、特定財源、

国道支出金３５万６千円の減は国及び道の高額医療費共同事業負担金、それぞれ１７万８千円の

減であり、その他３５万８千円の減は高額医療共同事業交付金の減であります。３目保健財政共

同安定化事業拠出金、特定財源その他１千１８９万８千円の減は保険財政共同安定化事業交付金

の減であります。８款保険事業費、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及び財源振り替えであります。特定財源、国道支出金１８万円は国及び

道の特定健康診査と負担金、それぞれ９万円であり、その他４万１千円の減は特定検診徴収金の

減であります。２項保険事業費、１目疾病予防費につきましては特異的なものはございません。

１０ページをお開き下さい。９款基金積立金、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。９款基金積立金、特定財源その他３万４千円は財産収入でありま

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ページにお戻り下さい。３款国庫支出

金から９款繰入金までは特定財源であり、歳出でご説明いたしました。１款国民健康保険税５７

万２千円及び１１款諸収入の内３万４千円につきましては一般財源でございます。なお今後、補

助金等の確定及び医療費の支払状況によりましては３月３１日をもって専決処分をさせて頂きま

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事にご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
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○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。これから、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。 

（起立全員） 

 

○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２１年度清里町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第４号）については、原案のとおり可決されました。 

 

   ●日程第２７ 議案第２７号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２７ 議案第２７号 平成２１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 

 ただ今上程されました議案第２７号平成２１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をそれ

ぞれ７万１千円を減額し、予算の総額を８千６０１万４千円とするものです。 第１条第２項につ

きましては事項別明細書によりご説明申し上げます。それでは事項別明細書の水色の仕切り３ペ

ージをお開きください。今回の補正は、年度末決算を見込んだ最終予算として歳入歳出の全体的

な調整を行うものです。 

それでは１款総務費、１目一般管理費１４万円の減額につきましては職員手当の減額、共済費

の負担率の増加による増額、水道メーター検針委託料の増額、それと消費税の額が確定しました

のでその調整であります。２款施設費、１目施設整備費２５８万４千円の減額につきましては、

設計委託料、工事請負費の入札執行残を減額するものであります。特定財源その他２２２万４千

円の減の内訳は、簡水基金繰入金が２６５万５千円の減、諸収入の補償費が４３万１千円の増と

なっています。続いて４ページをお開き下さい。４款積立金、１目積立金の ２６５万３千円の増

額は簡水基金積立金であり、特定財源その他の内訳は、簡水基金繰入金の積み戻しが２６５万５

千円、財産収入の基金利子が２千円の減となっております。 

  続いて歳入についてご説明申し上げますので事項別明細書の１ページをお開き下さい。 総括

の歳入でご説明申し上げます。１款使用料及び手数料５０万円の減額は、現年度分の水道使用料

の減額でであり、主な要因は人口の減少、昨年の冷夏によるものと思われます。２款財産収入２

千円の減額は基金利子の減による減額であります。５款諸収入４３万１千円の増額は、道道改良

工事に伴う水道管移設補償金の確定による増額であります。 

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頂きます。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） 
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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２７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。 

（起立全員） 

 

○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２１年度清里町簡易水道事業特別会計補正予

算（第２号）については、原案のとおり可決されました。 

 

   ●日程第２８ 議案第２８号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２８ 議案第２８号 平成２１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 

 ただ今上程されました議案第２８号平成２１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

をそれぞれ１４１万６千円を減額し、予算の総額を１億３千２３４万２千円とするものです。第

１条第２項につきましては事項別明細書により説明申し上げます。それでは事項別明細書の紫色

の仕切り３ページをお開きください。今回の補正は年度末決算を見込んだ最終予算として歳入歳

出の全体的な調整を行うものであります。 

１款総務費の１目一般管理費１３万８千円の減額につきましては、職員手当の減額、共済費の

負担率の増加による増額、それと消費税額が確定しましたのでその調整であります。２目施設管

理費、委託料、備品購入費についてはそれぞれの記載の減額は執行残であり特異的なものはござ

いません。２款事業費、１目農業集落排水事業費につきましては、それぞれ不用額と請負残額を

減額するものです。特定財源その他１５万８千円の減の内訳は、分担金及び負担金が１６万７千

円の増、雑入の補償費が３２万５千円の減であります。３款公債費、１目元金につきましては財

源の振替えであり、特定財源その他１０５万１千円の減の内訳は全て一般会計繰入金であります。 

 それでは歳入について説明申し上げますので１ページにお戻り下さい。総括でご説明申し上げ

ます。１款分担金及び負担金１６万７千円の増額は分担金の増額分であります。２款使用料及び

手数料２０万円の減額は下水道使用料で、人口の減等によるものと思われます。４款繰入金１０

５万１千円の減額は一般会計繰入金の減額であります。６款諸収入３３万２千円の減額は雑入で、

公共桝等の移設補償金等であります。 

５ページの給与費明細書につきましては、説明を省略いたします。以上で、説明を終わります。 

 

○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。 

 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２８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。 

（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。したがって、議案第２８号 平成２１年度清里町農業集落排水事業特別会計補

正予算（第２号）については、原案のとおり可決されました。 

 

   ●日程第２９ 議案第２９号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２９ 議案第２９号 平成２１年度清里町焼酎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。焼酎事業所主査。 

 

○焼酎事業所主査 

 ただ今上程されました議案第２９号平成２１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１６３万１千円を減額し、予算の総額を９千６５３万１千円とするものです。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。今回の補正の概要でございますが、歳入

の財産収入が６４万２千円を減額し８千６２万円とします。製品の販売本数は全体で約８万１千

３００本、販売数量はアルコール２５度換算で約６１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９８万９千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１６３万１千円を減額させて頂きます。 

それでは鶯色の焼酎事業特別会計の事項別明細書の３ページをお開き下さい。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１４１万６千円の減額であります。３節職員手当等

９５万６千円、８節報償費３７万７千円、１３節委託料５万円、１５節工事請負費３万３千円を

減額いたします。２款製造費、１目醸造費は１６万５千円の減額であります。１２節役務費２万

８千円、１６節原材料費３万円、１８節備品購入費１０万７千円をそれぞれ減額いたします。４

ページをお開き下さい。３款公債費は５万円を減額いたします。 

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ページをお開き下さい。１款財産収

入は６４万２千円の減額、２款繰入金は９８万９千円の減額、１款は一般財源、２款は特定財源

のその他であります。 

なお、５ページの給与明細表につきましては説明を省略させて頂きます。以上で説明を終わり

ます。 
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○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

                              （「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２９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。 

（起立全員） 

 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。したがって、議案第２９号 平成２１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。 

 

   ●日程第３０から日程第４０  

議案第１３号、議案第１４号、議案第１６号、議案第３０号から議案第３７号 

○議長（村尾富造君） 

 ここで議事の都合上、日程第３０ 議案第１３号 清里町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例から日程第４０ 議案第３７号 平成２２年度清里町焼酎事業特別会計予算についてまで、

都合１１件を一括議題とします。 

ここで、町長の町政執行方針並びに教育長の教育行政執行方針が約１時間係る予定ですので、

昼をまたぎますのでここで昼食の為１時まで休憩といたします。 

 休憩 午前１１時３２分

再開 午後 １時００分 

○議長（村尾富造君） 

 休憩前に引き続き会議を続けます。 

 

   ●日程第４３ 一般質問 

○議長（村尾富造君） 

 日程第４３ 一般質問を行います。発言を許します。加藤健次君。 

 

○議長（村尾富造君） 

 休憩前に引き続き会議を続けます。日程第４３ 一般質問を行います。 

 発言を許します、加藤健次君。 

 

○２番（加藤健次君） 

 先に通告申し上げました通り、疾病予防対策と新たな診療所の運営体制について町長の所見を
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お伺いいたします。  

 健康増進法に基づく２１世紀における国民健康づくり運動では、我が国の平均寿命は、戦後、

国民の生活環境が改善し医学が進歩したことによって急速に延伸したため、我が国はいまや世界

有数の長寿国となり、しかも、人口の急速な高齢化とともに生活習慣病及びこれに起因して認知

症、寝たきり等の要介護状態等になる者の増加は深刻な社会問題となってきております。そこで、

生活習慣を改善して健康を増進し生活習慣病等を予防する、いわゆる１次予防の対策を重点とし

て推進して行くこととされています。清里町においても平成１７年度から１０ヵ年の清里町健康

づくり計画を策定し、また清里町自立計画においてはまちづくり重点事業として位置づけていま

す。健康は自分で守り、自分でつくっていくものでありますが、個人としての取り組みにも限界

があり、家庭・地域・職場、そして行政機関等が連携して健康づくりに取り組みやすい環境をつ

くっていくことが必要であります。今定例会の町政執行方針にもありますように、町長の公約の

柱である子どもやおとしより等が元気で暮らせるまちづくりを進めて行くためには、安心して暮

らせる地域医療の確保と充実、そして町民と一体となった健康づくり対策の強化が必要であると

考えます 

そこで、疾病予防対策について第一点目ですが、生活習慣病等の疾病予防のため各種住民検診が

実施されておりますが、受診者の状況について、また受診後の健診データーや医療レセプト情報

等を活用した保健指導等の内容についてお伺いいたします。 

第２点目として、清里町健康づくり計画に基づき、後期５ヵ年の中で昨年発足した健康づくり推

進協議会の活動状況についてお伺いします。また行政、保健・福祉・医療・教育部門と自治会・

事業所・団体等との連携による総合的な健康づくり事業の推進方策についてお伺いいたします。 

次に新たな診療所の運営体制についてでありますが、町内唯一の医療機関でありますおおたにク

リニックは平成６年１０月から１５年６ヵ月の永きにわたり、本町の地域医療に献身的に貢献を

して預き、町民の一人としても心から感謝とお礼を申し上げたいと存じます。また、地域医療が

医師不足ため多くの市町村が医師招致に苦慮されている中で、新しい診療所開設が出来ますこと

は町の行政努力を高く評価いたしたいと思います。昨年９月の町広報において町民にもお知らせ

されておりますが、４月から新しい診療所を開設して頂ける医療法人恵尚会に対しましては感謝

と歓迎をいたしたいと思います。そこで予定されている新たな診療所の、具体的な運営内容等に

ついてお伺いします。 

第１点目として新たな診療所の診療科目、医師体制等の運営内容についてお伺いします。 

第２点目として、地域医療の確保・充実のため新しい診療所に対する町の支援内容についてお伺

いします。また、救急等における新たな診療所、基幹病院との提携方針についてお伺いします。

以上について質問をします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 橋場 博君。 

 

○町長（橋場 博君） 

 加藤議員のご質問にお答えいたしたいと思います。 

ただ今ご質問を預きました疾病予防対策及び新たな診療所の運営体制でありますが、１点目の、

疾病予防対策に係る生活習慣病等の疾病予防のための各種検診の受診率等の状況、健診データー
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や医療レセプト情報等を活用した保健指導等の内容についてのご質問でありますが、急速に少

子・高齢化が進行する中、全ての町民が生涯を通じて健康で生きがいを持って暮らしていける町

づくりを目指していくためには、町民の皆さん一人ひとりが健康に対する意識を高め、生活習慣

病を予防するとともに、健康寿命の延伸を図ることが重要な課題となっている訳であります。本

町では、第４次清里町総合計画の基本目標の一つに思いやりの心と健やかな心身をはぐくむ福祉

のまちづくりを掲げ、自立計画においても健康づくり事業を重点事業として配置し、各種の健康

づくり事業を推進しているところであります。平成１７年には計画期間を平成２６年までの１０

ヵ年とする健康づくり計画を策定いたしまして、健康増進、疾病予防対策、特定健康診査、がん

検診などの各種検診の実施や健康づくり事業への参加、健康づくり組織の構築などを基本に、保

健・福祉・医療・教育部門が一体となり、地域住民や職場・事業所や健康づくり推進協議会との

連携のもと、健康相談や健康教育を始め、各種の健康づくり事業を実施してきたところでありま

す。また、今年度は健康づくり計画の中間年でありましたので、近年における生活習慣病に対す

る疾病予防対策や、社会的課題であります高齢化の進行、出生率の減少等の状況を踏まえ中間見

直しを行い、平成２２年度から平成２６年までの後期５ヵ年計画を策定し、平成２２年度からは

新しく策定された健康づくり計画の基本方針に則り、地域や関係機関・団体との連携のもと総合

的、且つ効果的に健康づくり事業を推進してまいる所存であります。    

始めに特定健康診査の受診者・受診率などの状況でありますが、国民健康保険者が実施する平成

２１年度の受診対象者は１千２４６人でありますが、受診をされた方は４６１人であり、受診率

は３７％となっております。対象年齢は満４０歳から７４歳までであります。この制度が発足し

た平成２０年度の受診率は３５％でありましたので、僅かに受診率が向上しているのかと思って

おります。参考までに申し上げますと、平成２０年度の網走支庁管内平均受診率は２４.６％、北

海道全体では２０.９％でありますので、本町の受診率は管内平均より約１０ポイント、全道平均

より１４ポイント上回っており、全道の市町村のランク付けでは上位から４９番目となっており

ます。また、特定健康診査の結果、生活習慣病に罹るリスクの高い方が９０人おりましたので、

保健師・栄養士が連携し、予防を目的とした食生活の見直しと運動不足の解消などに重点を置い

た訪問指導や面接指導を実施し、生活習慣の改善に努めているところであります。また、健康増

進法に基づきまして町が実施しております胃がん検診の受診者は４２２名、大腸がん検診は４６

１名、乳がん検診は２５０名、子宮がん検診は２３２名、肺がん検診は１千１１２名、前立腺が

ん検診は１２１名などとなっております。この他、社会保険や組合保険等の加入者の方々が、そ

れぞれの医療保険制度のもとで受診されておりますので、全体としては対象となる町民の大多数

の方が受診されているものと推測をいたしておるところであります。特にがん検診などの受診者

数は毎年一定している訳でありますが、受診率は少しずつ上昇傾向にあります。今後も特定健康

診査や各種がん検診、結核検診、肝炎ウイルス検査などの受診率の向上を図るため、健康づくり

推進協議会や農協、商工会などと連携して、世帯単位で受診の勧奨を継続して実施して参ります。

さらに、平成２１年度から特定の年齢に達した女性に対して子宮頸がんと乳がんの無料検診を実

施し、女性特有のがん検診の受診の促進と健康意識の普及啓発を図っております。 

次に、受診者の検診データーやレセプト情報を活用した保健指導等についてでありますが、国民

健康保険の医療レセプトには、傷病名や検査の内容等の診療状況が詳細に記載されております。

こうした情報は、医療は勿論でありますが保健指導や予防対策を推進する上でもきわめて重要な

情報でありますので、医療レセプトの情報については町民課と保健福祉課の担当職員が共有しま
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して、医療保険と併わせ保健師によるレセプト情報の有効、且つ効果的な活用が進められている

ところであります。レセプト情報を活用した具体的な保健指導・予防対策としましては、将来、

人工透析や心疾患など重大合併症に繋がる恐れの高い糖尿病患者１８４人を対象に、世帯単位で

疾病の理解、食事療法、運動療法、服薬などの訪問指導を保健師・栄養士が連携して実施してお

り、疾病の重症化防止と医療費の適正化に努めているところであります。また、平成２０年度か

らは検診や健康対策の推進、体力づくりを通した健康づくり、高齢者の生きがいづくり事業を実

施している関係各課のグループ担当者で構成する庁内対策会議を設置し、レセプト情報を活用し

た医療機関の受診の傾向、医療費請求の点検、糖尿病等慢性疾患の動向、世帯単位の疾病状況、

被保険者の疾病分類など、国民健康保険の医療費の適正化と併せ、関係する各課のグループ担当

者が一体となって健康づくり事業の推進を図っているところでございます。 

次に、清里町健康づくり計画に基づき昨年発足した健康づくり推進協議会の活動状況についてで

ありますが、健康づくり推進協議会は町民の皆さんの生涯を通じた健康づくりを総合的かつ効果

的に推進するため、自治会長さんや自治会婦人部長さん、健康づくり活動の組織を代表する皆さ

んに参画を頂き平成２１年３月に発足をいたしております。協議会は年２回開催し、その中で網

走保健所長さんの健康づくり講演会や健康づくりに関する普及啓発活動、委員の皆さんによる相

互の意見交換、町や保健所からの情報提供などを行い、自治会や団体を通して町民一人ひとりの

自主的な健康づくり活動を行っております。 

 次に、行政、保健・福祉・医療・教育部門と自治会・事業所・団体等との連携による総合的な

健康づくり事業の推進方策についてでありますけれども、従来から、自治会や社会福祉協議会と

連携してふれあいサロンやシルバーサロン、緑の湯健康相談などの実施や出前講座に保健師、栄

養士の派遣などを行っておりますが、今後とも、自治会を始め各種関係機関・団体との連携のも

と、これら活動の展開を図って参ります。また、健康づくり団体や事業所と連携した健康サーク

ル、健康体操、事業所健康教育などの実施や清里高校、農協女性部など団体を対象とした健康教

育等についても実施して参ります。さらに、教育委員会との連携による、生活習慣病の予防に重

点をおいたさわやか健康講座、いきいき健康セミナー、老人クラブ・ことぶき大学健康相談など

の事業につきましても、引き続き実施をして参ります。町民の健康づくりの実現に向けて、町民

一人ひとりが健康の大切さや重要性を理解し、自発的に健康づくりに取り組んでいけるよう、地

域や関係機関・団体と充分に連携を図りながら、適切且つ積極的に対処して参りますのでご理解

を賜わりたいと存ずる次第であります。 

次に、２点目の新たな診療所の運営体制についてでありますが、本年３月末で診療所を閉院する

おおたにクリニック 大谷昌平氏は、平成２年４月から清里病院副院長、平成６年１０月からお

おたにクリニック開設者として、２０年の永きにわたり町内唯一の医療機関として２４時間、３

６５日、毎日が当直体制のような勤務で町民の地域医療を支えて頂きましたことに、衷心より感

謝を申し上げると共に敬意を表する次第であります。後任の医療機関といたしましては、医療法

人 恵尚会が昨年８月から保健センター内に診療所開設準備室を設置し、今年４月からの開院に

向け準備を進めているところであります。準備の進捗状況を申し上げますと、清里町で診療所を

開設するための医療法人 恵尚会の定款変更認可につきましては、本年２月１７日に厚生労働省、

東北厚生局から認可されております。また、診療所開設計画につきましては、本年２月２４日に

北海道から入院病床１９床での認可を頂いております。診療所内に設置する訪問看護ステーショ

ンにつきましても３月１日に開設が許可されております。この後、診療所開設許可申請を網走保
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健所に申請し４月１日に開設許可になる予定であります。次に、診療科目及び医療スタッフ体制

でありますが、開設時の診療科目は内科を予定しているとのことであります。また、医師につき

ましては院長と当面は派遣医２名体制、医療及び事務従事者につきましては看護師５名、介護職

員７名、事務職員３名体制とお聞きいたしております。診療につきましては、当面の間は、月曜

日から金曜日までの外来診療と入院病床１９ベッドでの運営との報告をいただいております。な

お、診療所の調剤は、すでにご報告申し上げております様に院外処方との報告を頂きましたので、

町といたしましては通院患者の利便性を考慮し、診療所に隣接する町有地での開設者を募集した

ところ、ポテト調剤薬局の応募をいただき、現在、当該町有地に４月上旬の調剤薬局開設に向け

て薬局の建設と併せ、管理薬剤師１名と事務員３名の４名体制で諸準備を進めております。 

次に、地域医療の確保・充実に対する町の支援内容についてであります。近年、医療分野におい

てもデジタル化が進み，デジタル X 線テレビシステムや X 線一般撮影装置、全身用 X 線ＣＴ装

置、超音波診断装置などは画像診断に、レセプト請求は伝送システムに、カルテは医療情報ネッ

トワークに変わってきておりますので、それらの機器の導入と老朽化し使用に耐えない医療機器

の更新と併せ、診療所建物・医療機器の無償貸付を行ってまいります。さらに、医師住宅及び医

療従事者の住宅につきましても貸付してまいります。今後も、医療機器の更新や診療所の大規模

改修などの基本的な整備は必要に応じて行い、地域医療の確保に向け医療環境の整備に努めて参

ります。 

次に、救急等における基幹病院との連携についてでありますが、診療所における高度な急性期医

療の機能を担うことは限界がありますので、従来どおり隣接する斜里町、小清水町の病院や、網

走市の基幹病院と連携し、且つ患者の病状や罹りつけ医、家族からの依頼などにより救急対応を

行ってまいります。また、脳神経の専門医療については網走脳神経外科病院。高度救急医療や周

産期医療、循環器及び呼吸器専門医療につきましては、オホーツク圏のセンター病院であります

北見赤十字病院や地域センター病院の網走厚生病院、北海道立北見病院などと連携をとり適切に

対応して参りますので、ご理解を賜わりたいと存じます。以上申し上げまして答弁とさせて頂き

ます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○２番（加藤健次君） 

 丁寧に答弁を頂いた訳ですが、まず疾病予防対策に関係してですが、特定健康診査受診者の状

況、こう言う形の中で国保対象の中では４６０人前後の方が受けられてて、３７％前後と言うお

答えがあった訳ですが、平成２０年度よりは若干増えたと言うことでありますが受診者の数、人

が実際に増えて受診率の向上に繋がっているのかどうなのか。答弁の中でも穏やかに受診率が向

上していますと言うことですが、それは受診者の数が確実に伸びてきて率が上がったのか。受診

者は毎年変わらないと言う表現をしながら受診率が上がって来ていると言うことであれば、結果

的に対象人口が減った結果の率の話なのか、聞き洩らしたかもしれませんが、その辺についてお

伺いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 町長 橋場 博君。 

 

○町長（橋場 博君） 

 受診率の関係でありますけれども、総体的には率は上がっている訳ではありますが全体的に人

口が減っていると言う、そう言うこともあろうかと思います。それからもう一つ、先ほど申し上

げましたように国民健康保険は分かりますけれども他の受診している数はなかなか把握ができな

い、個人情報の関係もありまして、こう言った難しい面もあることもご理解賜りたいと存じます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○２番（加藤健次君） 

 その事は私も承知していますが。私も町民でありながら町の検診を受けないで網走厚生病院で

受診して、個人的なことになりますがデーターだけは渡して受けている人の数に カウントして

もらっている訳です。今後やろうとしている健康づくり協議会の形の中で、各種団体の個人デー

ターと言いながらも非常に大きな問題ですから、出来る限りの情報収集は可能な内容であろうと

思います。個人的な問題ではないと思いますので、その辺は今後充分に重ねて行ってもらいたい

と思う訳です。今の答弁にありました様に率は問題無いんです。問題は人なんです。私も意地悪

く聞いたかもしれませんが、結果的には多くの人に受診をしてもらって、結果的に町長が申して

おります健康寿命、延命、こう言うものが１番大切で基本的には生き生きと過ごせる環境整備を

して行く、そのためにも個々が真剣に受診してもらう。そのためにも、特定健診受診者の率が３

０％台は低くありませんと言う答弁でしたができれば５０％に。あるいは今言われたように受診

者数の確認がしずらいからと言うこともあると思うので、是非、今後に向けて少しでも良い方向

に向けて欲しい。そのために、受けている人は毎年同じだと言いながら未受診者が問題な訳であ

りまして、このことをどう言う形でして行くのか、常に問われている問題だと思いますが、その

辺の方法あるいは改善方法、率直なところをお聞かせ頂きたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 橋場 博君。 

 

○町長（橋場 博君） 

 受診率の向上を図るための施策についてでありますが、受診率の向上を図るためには町民の皆

さん一人ひとりが健康に対する意識を高めることが最も大切なことでありますが、町といたしま

しても保健、福祉、医療あるいは教育部門、また職場、事業所、自治会、さらには健康づくり推

進協議会との連携のもとに広報・啓発活動を今後とも進めて参りたいと思っているところであり

ます。具体的な方法としましては町広報に掲載する、あるいはインターネットのホームページ、

あるいは毎年行われます自治会長会議でお願いをする、健康づくり推進協議会など各種会議やイ

ベント、町民の皆さんが多く集まる行事等を通じまして住民の周知をして参りたいと思っており

ます。さらに農協あるいは商工会、各事業所との連携によりまして受診されていない方々の受診

勧奨をして参りたいと思っております。世帯内における未受診者に対しましては、受診された世
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帯員への受診結果通知に併せまして未受診者への勧奨も行って参りたいと思っております。その

ほか保険証の更新時による勧奨、あるいは健康講座など様々な機会を捉えまして生活習慣病や疾

病の予防対策として検診事業の重要性を考えながら啓発事業を行って参りたいと思っているとこ

ろであります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○２番（加藤健次君） 

 そう言う形でしかないと思う訳ですが、是非、健康づくり推進協議会の今後の運営、内容等に

ついて、自治会や各種団体に出向いて行くと言うことは非常に大切ですが形を最初から作って行

くと言うのは、この医療に関して、会議を開いてもらう、集会を開いてもらうと言うのは非常に

大変だと思います。各種団体が行う行事にその日程を聞いて、その後５分でも１０分でも広報・

啓発活動をして行く方法の取り組みをしていかないと一向に進まない気がしますので、この進め

方につきまして改めて会議を開くのでなく、会議の後にちょっとお願いをするパターンで是非と

も広めて欲しいと、この様に思います。それから色んな検診をして、細かくは宜しいですが、検

診をすることによって何人の方が再検査に行ったり治療をすることになったのか。大まかな形で

良いですが、このことが非常に大切になって来るだろうと思いますので。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 橋場 博君。 

 

○町長（橋場 博君） 

 ２０年度の状況を申し上げますと、特定健診における要精密検査対象者でありますが、血中、

糖質、眼底、肝機能とか色々ある訳でありますけれども、精検者１８１名で、要治療が７８名と

言うことであります。それから、がん検診等における要精密検査対象者でありますけれども、大

腸がん、肺がん、胃がん、子宮がん、前立腺がん、２千５６４名受診しまして精検者が合計で１

３７名、５.３％。その内、がんと分かった人が４名、その他の疾病・疾患が９９名と、この様な

状況となっております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○２番（加藤健次君） 

 是非とも、そう言うデーターを色んな会議等の中でお知らせしながら、この受診率、町長も言

っておりましたが人の為ではない自分のため、地域みんなが健康で暮らせるために更なる努力を

して頂きたいと思います。 

 次に診療所の関係についてお伺いをしたいと思います。基本的に院長と派遣医師の２名体制と

言うことでありますが、その２名はどう言うスケジュールのもとに勤務されるのか、あるいは派

遣医師は１名が必ず常勤体制になるのか、交替があるのか、その辺をもう少し詳しく。 



 39

○議長（村尾富造君） 

 町長 橋場 博君。 

 

○町長（橋場 博君） 

 今はっきりしておりますところは、１名は院長常駐でありまして、２名については派遣医で２

日ないし３日、それぞれ交互に診療すると言うふうに伺っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○２番（加藤健次君） 

 常時、２名が診察に当たると言うことで宜しいんですね。そう言う環境の中で、今回新しい診

療所ができて、色んな施設等の無償での使用をお願いすると言うことでありますが、契約に対す

る基本的な契約年数、あるいは取扱い等についてはどう言う形でなされて行くのか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 橋場 博君。 

 

○町長（橋場 博君） 

 現在、大谷氏と契約しております契約内容と全く同じで３年契約を考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○２番（加藤健次君） 

 基本的には、大きな問題がなければ持続させて行くものだと言う認識で良いかと思う訳であり

ますが、そう言う中で大谷クリニックが３月で診療が終わり新しい診療所が、町長の答弁では４

月１日からと言うことでしたが、３月３１日が何曜日で、４月１日が何曜日でと、曜日が定かで

はありませんが空白の時期は無くスムーズに移行されると理解して宜しいんでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

橋場 博君。 

 

○町長（橋場 博君） 

 まだ日程がはっきり定まった訳ではありませんが、３月３１日で大谷クリニックが閉院いたし

まして、その後、およそ２週間諸準備で休むと伺っております。大谷氏は閉院しまして診療報酬

請求など色んな諸準備をしなければなりませんし、その後、入院病床あるいは医療機器の関係、

その他諸々のこともありますので２週間、諸準備で休むと、そのように伺っております。恐らく

４月の１４、５日以降になろうかと思っております。 
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○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○２番（加藤健次君） 

 約２週間程度の空白、そう言う環境になる訳ですが、その間の対応はどの様に捉えておられる

のか。 

 

○議長（村尾富造君） 

橋場 博君。 

 

○町長（橋場 博君） 

 大谷氏との話し合いもしている訳でありますけれども、その間の調剤は出すと言う、その様な

ことを考えて下さっている様であります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○２番（加藤健次君） 

 ここで聞くのも変な話しですが、３月３１日で認可が終わる医師が、その後も資格があるから

薬剤の投与も可能だと言う捉え方で宜しいんですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

橋場 博君。 

 

○町長（橋場 博君） 

 ３月３１日まで診療を行いますので、その間（空白期間）の２週間あるいは１週間の薬を出す

と言うことであります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○２番（加藤健次君） 

 そう言う中で行きますと、２週間経って新しい診療所に行った時に、仮に私はこう言う症状で

こう言う薬を貰っていましたと、新しい診療所の恵尚会になった時に即、その薬などを頂けると

言う環境になるのか。そこで１からの診察をし３日なり４日なりの間は薬が切れると言う状況は

起きないと理解して宜しいのか。 

 

○議長（村尾富造君） 

橋場 博君。 
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○町長（橋場 博君） 

 医療でありますし、大谷医師が３１日で閉院される時に新しい医師へ紹介状を全部書いて下さ

ると言うふうに伺っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○２番（加藤健次君） 

 病気の事ですし医療ですので、充分に、最善の注意を払って移行して頂きたいと、この様に思

います。そしてまた、そう言う形の中で救急医療に関する事が当然のように関わってくるかと思

いますが、新しい診療所と救急医療の関係について先ほどの答弁よりもう少し詳しく、新しい診

療体制で救急搬送された場合の対応、土・日曜日、夜間の対応についてお伺いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

橋場 博君。 

 

○町長（橋場 博君） 

 救急医療につきましては従来の姿と全く変わらない状況であると思っております。基本的には、

町民の皆さんがどこどこにと言われた場合はそこに真っ直ぐに参りますし、後は救急隊員の判断

によりまして一刻の猶予もない場合は近くに連れて行きますし、これは臨機応変に対応して行く

ことと従来と変わらない姿であると思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○２番（加藤健次君） 

 非常に、高齢化あるいは怪我等色んなことがあると思いますが、診療所に関しては、将来に亘

って清里に医療を提供して貰うための最善の方法と言うものをしっかりやって頂きたいと、この

ように思う訳です。 

 それから疾病予防対策のところで 1 点聞き忘れた項目がありましたので、戻りますがお尋ねを

いたしたいと思います。がん検診、特に女性の検診等で子宮がん検診や乳がん検診、清里はある

特定の年齢に達した女性には無料で検診が行われておりますが、昨年の暮れからがんでは初めて

ワクチンの有効性が認められた子宮頚がんの予防関係について、このことはどのように捉えてい

るのかお伺いをいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

橋場 博君。 

 

○町長（橋場 博君） 

 まず端的に申し上げますけれど、子宮頚がんにつきましては清里町も行うと言うことで進んで
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いた訳でありますが、それぞれ担当課、専門家にお聞きしますと産婦人科の診察を受けなければ

ならないこと。もう一つは２０歳になりますと９割以上が意味が無いと言いますか、高校生でも

５割以上が意味がないと。もし、するとすれば中学生からしなければならない。中学生の子供さ

んに町から産婦人科へ行きなさいと言うことは余程の理解を得なければできない。と言う事で

色々内部協議を行った結果、しないと言うことではありませんけれども産婦人科、それから保護

者の皆さん方とも充分話し合って行かなければならない難しい問題だと、そう言う判断のもとに

当初予算の計上を見送った経緯がございます。必要性は充分に承知している訳でありますけれど

も、非常に難しい問題をはらんでいる。中学１年生でやらなければ意味がないと言うことですか

ら、非常に難しい問題がある訳です。充分に検討して参りたいと思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○２番（加藤健次君） 

 それらの問題があることも充分理解をしている訳ですが、効果もあると言う中では是非とも 1

年間考えて前向きに取り進めて頂きたいと思います。この疾病予防の対策、そして一体となった

医療の問題、この地域は高齢化がどんどん進んで行く形の中では大変な問題であることは間違い

が無い訳であります。この国保の関係における一般会計からの持ち出しと言うのも本当に膨大に

なって行くのが予想される訳でありまして、そう言う意味からも利用者負担、こう言うだけで解

決できる状態ではない事態に完全に入っている、そのことを踏まえた時に疾病予防と医療体制、

救急体制、このことを十分に重ね合わせて住み良い健康な寿命をつくように再度努力をして頂き

たいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで加藤健次君の質問を終わります。以上で一般質問を終わります。 

 以上で本日の日程は全て終了しました。 

本日はこれで散会といたします。大変ご苦労さまでした。 

                               （散会 午後 3 時０３分） 
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平成２２年第８回清里町議会定例会会議録（３月１０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 

           副 町 長   櫛 引 政 明 

                     総 務 課 長   古 谷 一 夫 

町 民 課 長   小 笠 原 利 一 郎 

           建 設 課 長   坂 本 哲 夫 

           産 業 課 長   宇 野  充 

           保 健 福 祉 課 長   島 澤 栄 一 
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           出 納 室 長   谷  秀 三 

           焼 酎 事 業 所 主 査   松 浦   聡 

                     教 育 長   荻 野 美 樹 

           生 涯 教 育 課 長   斉 藤 敏 美 

           監 査 委 員 事 務 局 長   村 上 孝 一 

農業委員会事務局長   宇 野  充 

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     村 上 孝 一 

           主        査   鈴 木 美 穂 子 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

  議案第１３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１４号  清里町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の 

一部を改正する条例 

  議案第１６号  道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

  議案第３０号  平成２２年度清里町一般会計予算 

  議案第３１号  平成２２年度清里町介護保険事業特別会計予算 

  議案第３２号  平成２２年度清里町国民健康保険事業特別会計予算 

  議案第３３号  平成２２年度清里町老人保健事業特別会計予算 

  議案第３４号  平成２２年度清里町後期高齢者医療特別会計予算 

  議案第３５号  平成２２年度清里町簡易水道事業特別会計予算 

  議案第３６号  平成２２年度清里町農業集落排水事業特別会計予算 

  議案第３７号    平成２２年度清里町焼酎事業特別会計予算 
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                                                        開議 午前９時３０分 

●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。 

これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

 

●日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定

により、議長において６番 藤田春男君、７番 細矢定雄君を指名いたします。 

 

   ●日程第２ 議案第１３号、議案第１４号、議案第１６号 

○議長（村尾富造君） 

 既に上程されております、議案第１３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 

 既に上程されています議案第１３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伴い、清里町

国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。改正内容につきましては、国民健康保

険税限度額を６９万円から７３万円に４万円引き上げるものでございます。それでは、別冊の審

議資料の新旧対象表によりご説明申し上げますので、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４７万円を５０万円に３万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１２万円を１３万円に１万円引き上げるものでございます。第２

３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４７万円を

５０万円に、後期高齢者支援金等課税限度額１２万円を１３万円にそれぞれ引き上げるものでご

ざいます。１４ページをお開き下さい。第２５条第１項第２号につきましては、国民健康保険税

の減免を規定しており、２ヵ年の規定を削除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。 

（「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） 

 既に上程されています、議案第１４号 清里町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助
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成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。町民課長。 

 

○町民課長 

 既に上程されています議案第１４号清里町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に

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

は身体障害者福祉法施行規則の一部改正により、肝臓機能障害が新たに身体障害者の認定基準に

追加されたことに伴い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、審議資料の１５ページをお開き願います。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１項第１号中、若しくは小腸若しくはヒト免疫不全

ウイルスによる免疫を、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓に改めるものでご

ざいます。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。 

（「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） 

 既に上程されています議案第１６号道路占用料徴収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。建設課長。 

 

○建設課長 

 既に上程されております議案第１６号道路占用料徴収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。本件につきましては全国的な地価の下落に伴い、国、北海道が平

成２０年４月から道路占用料の引き下げを行っている為、これに準拠して本町におきましても、

道路占用料徴収条例第２条中の別表道路占用料金表を別表の様に改正するものでございます。そ

れでは審議資料の１７ページから１９ページに新旧対照表を掲載しておりますが、２０ページで

説明いたしますので審議資料の２０ページをお開き願います。２０ページは新旧対照表を一覧表

にまとめたものでございまして、それで説明を行います。なお、国、北海道の料金につきまして

は、本町には無い占用物件、例えば高速道路ですとか地下道に関する物もございますが、それら

につきましては、除いて料金表を整理しましたのでご承知下さい。２０ページ料金表の左側が占

用物件、そして右側には本町の現行占用料金を記載してございます。１番右側、太線で囲った部

分が改正料金案で国、北海道が定めている占用料金です。それではご説明いたします。法第３２

条第１項第１号に掲げる工作物、これについては電柱、電線変圧器、郵便ポスト、電話ボックス、

広告塔が該当します。これらを記載のとおりに区分し、占用料の改定あるいは料金を定めるもの

です。次に法第３２条第１項第２号に掲げる物件、これについては水道管、下水道管、ガス管等

が該当します。これらを記載のとおりに区分して、同じく占用料の改定あるいは料金を定めるも

のです。次に法第３２条第１項第３号及び第４号に掲げる施設、これについは鉄道軌道、そして

アーケードですとか雪除け等が該当いたします。この占用物件を設け記載のとおり料金を設定い
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たします。次に法第３２条第１項第６号に掲げる施設、これにつきましては露店、商品置場等が

該当いたします。これらを記載のとおりに区分して、同じく占用料の改定あるいは料金を定める

ものです。次に道路法施行令第７条第１号に掲げる物件、これについては看板、標識、旗ざお、

幕、アーチ等が該当します。これらを記載のとおりに区分して、それぞれ記載の料金を定めるの

もです。一番下になりますけれども、政令第７条第２号に掲げる工事用施設及び同条第３号に掲

げる工事用材料、これについては工事用看板、足場、詰所そして土石、竹木、瓦等の置場が該当

いたします。これについては改正はございません。以上が道路占用料徴収条例の一部を改正する

内容でございます。なお、この道路占用徴収条例の一部を改正する条例は、平成２２年４月１日

から施行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。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 

●日程第３ 議案第３０号から議案第３７号 

○議長（村尾富造君） 

 既に上程されています、議案第３０号 平成２２年度清里町一般会計予算から議案第３７号 

平成２２年度清里町焼酎事業特別会計予算について、順次説明を求めます。まず最初に議案第３

０号 平成２２年度清里町一般会計予算について。総務課課長。 

 

○総務課長 

 議案第３０号平成２２年度清里町一般会計予算について、ご説明を申し上げます。資料の確認

をお願い申し上げたいと思います。平成２２年度清里町予算及び予算説明書と併せて、同じく平

成２２年度清里町予算書審議資料を手元にご用意預きたいと存じます。まず始めに各会計の予算

総括についてご説明申し上げますので、別冊の平成２２年度予算審議資料を、薄い方でございま

すけれども、その１ページを表紙１枚をお開き頂きたいと存じます。平成２２年度清里町会計別

予算総括表からご説明を申し上げます。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８会計の予算総額は記載のとおり５６億９千５９８万１千円となっており、前年

度当初予算との比較では７千９１２万６千円の減、対前年度比９８．６パーセントとなってござ

います。なお、会計別では一般会計につきましては、子ども手当ての創設や、町単独事業で行う

緑清荘改修事業などが新規事業として計上してございますが、２ヵ年計画で実施して参りました

第２期一般廃棄物最終処分場増設工事の完了や公債費の減などにより、ほぼ前年度同規模の予算

となっており、対前年度比１００．１パーセントとなってございます。介護保険、国民健康保険

事業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ございますので、国保につきまし

ては高額給付者の一定の落ち着きにより当初予算では前年度より８千６５万円の減、８９．７パ

ーセントの予算計上をさせて頂いております。老人保健特別会計につきましては、後期高齢者医

療制度への移行の最終調整年度として、請求漏れや返納金対応分を予算計上してございます。簡

易水道事業につきましては、水道メーター器更新台数が主たる要因となり、対前年度比１０６．
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８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９

５．５パーセントの予算計上となってございます。焼酎事業特別会計は製造費の減により、対前

年度比７８．８パーセントとなってございます。次に一般会計につきましてご説明申し上げます

ので、こちらの厚い方の予算書の説明の５ページをまずお開き頂きたいと存じます。５ページを

ご覧頂きたいと存じます。 

平成２２年度清里町一般会計予算についてご説明いたします。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４２億４千３００万円と定めるものでございます。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を申し上げま

す。第２条の地方債につきましても後ほどご説明申し上げます。第３条の一時借入金につきまし

ては、最高額を８億円を定めるものでございます。それでは予算書を４枚お開きいただき、１２

ページをご覧頂きたいと存じます。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地方道路整備事業債まで合計５件、総額３

億７千８４０万円となります。次に審議資料によりご説明申し上げますので、誠に申し訳ござい

ませんが、またもう一度別冊の審議資料の１ページをご覧頂きたいと存じます。歳入の款別予算

額調べについて増減の主な要因を含めご説明申し上げます。１款町税につきましては、各産業・

業種ともに景気低迷の影響が見込まれますが、当町にあっては農業所得が安定して堅調であるこ

とや、固定資産税の戻り等を勘案し、微増となる前年度比較２千９０万円の増、４億４００万円 

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、景気影

響により財源となる各国税の減収を見込み、前年度比較２千１４５万円の減で計上いたしてござ

います。８款地方特例交付金は、児童手当及び子ども手当特例交付金並びに税制改正による減収

補填として制度化されておりますが、減収見込み額の増から１４０万円増額し４９０万円で予算

計上いたしました。８款地方交付税につきましては、基本財源となる国税５税の大幅減収が見込

まれますが、地方財政支援の観点から総額で１．１兆円増額手当されていることから、普通交付

税につきましては公債費算入の控除を見込み、前年度当初予算から約２．３％の増、特別交付税

は同額として全体では２.２％増の２３億４千万円を計上いたしてございます。その結果、当初予

算の対前年度比較における交付税は、５千万円の増額計上となります。１０款交通安全対策特別

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。１１款分担金及び負担金の

前年度比較１千８５３万４千円の減は、主に道営畑総事業の事業量減によるものです。１２款使

用料及び手数料は、ほぼ、前年同額の計上となってございます。１３款国庫支出金につきまして

は、一般廃棄物最終処分場増設工事の完了と子ども手当並びに道路整備事業と町営住宅建設事業

の差額影響から、６千６６２万２千円の増となっております。１４款道支出金につきましては、

子育て支援に係る保育対策促進事業費及び、国勢調査、知事道議選挙関係の増により、全体とし

ては６８６万２千円の増となっています。１５款財産収入につきましては、前年度比較４２２万

円の減となっておりますが、基金利子の減及び法定外等土地売払い処理が終了したことによるも

のでございます。１６款繰入金につきましては、ふるさと寄付金充当分６万円のみの当初繰入と

なってございます。１７款繰越金につきましては、前年度同額の５千万円を計上いたしてござい

ます。１８款諸収入は４億１千８６３万８千円と、ほぼ前年度同額となっておりますが、その内 

約３億４千１８２万円が介護報酬収入となっております。１９款町債につきましては、先ほど予

算書の第２表で説明の通り、前年度比較 ３千７７０万円の減となってございます。 

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ページをご覧頂きたいと存じま
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す。歳出におきましては、最終年度となる第４次総合計画及び中間年となります第２期自立計画

の着実な推進を基本に、事業の選択と集中により、より効果的且つ将来の地域振興につながる事

業の芽出しを行うことを念頭に編成いたしております。また、国においては継続的な地域経済振

興及び雇用創出対策を講じることとしております。清里町にありましては、平成２０年度補正予

算に引き続き、平成２１年度におきましても国の１次・２次補正予算に対し迅速な対応を行って

きたところであり、平成２２年度にあっても新たな国の政策動向への的確な対応と地域経済・雇

用対策へ機動的な取り組みが行える予算編成といたしてございます。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２１１万３千円の減となっており

ますが、議員期末手当及び道内所管事務調査に係る旅費の減が主な要因となります。２款総務費

２６０万９千円の減は、人件費の増と物件費及び地域振興対策費の減の差額影響が主な要因とな

っております。３款民生費６千５９１万５千円の増につきましては、子ども手当の創設に伴うも

のとなってございます。４款衛生費１億９千４３５万円の減につきましては、国保会計繰出金の

減と、一般廃棄物最終処分場増設工事完了が影響した数値となってございます。５款農林水産業

費３千６２９万円の増は、地域振興対策費から農業振興補助及び製材流通補助事業等の移行が主

な要因となっております。６款商工費１億３千７６６万４千円の増につきましては、町単独事業

となります緑清荘整備事業によるものでございます。７款土木費８千３８２万３千円の増につき

ましては、公営住宅建設事業によるものでございます。８款消防費の４千７６５万６千円の減は、

高規格救急車購入及び車庫整備完了によるものでございます。９款教育費２千７９２万４千円の

減は、緑町小学校屋内運動場耐震化工事及び光岳小学校特別教室・屋内運動場改築実施設計の完

了が主な要因となっております。１０款公債費４千６０４万円の減につきましては、地方債の元

利償還金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ページをご覧頂きたいと思います。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２１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。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２千９０万円の増、

率で１０５．５％となってございますが、内、町民税は１千７０万円の増で１０５．６％、固定

資産税は８１０万円の増で１０５．１％、軽自動車税は２０万円の増で１０２．４％、町たばこ

税は税率の改正を反映し２００万円の増で１０８．０％、入湯税は１０万円減の８７．５％とな

ってございます。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％で計上し、当初予算額は１億８千７２０

万円、内、給与が１億２千７６４万１千円、営業が３７６万５千円、農業が４千２０万９千円な

どとなってございます。また、法人町民税においては収納率１００％で計上しており、当初予算

計上額は１千４００万円と前年度同額の計上となってございます。５ページは現年分固定資産税

の推計であり、後ほどご参照頂きたいと存じます。 

６ページをご覧頂きたいと存じます。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３名、退職３名、内一般会計２名となっておりますが、共

済費及び退職手当組合負担金の増により、全体では対前年度比１０４．４％となってございます。

物件費につきましては対前年度比９９．８％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３４．９％となっておりますが、衛生費の清掃センター関係

の補修費減が主な要因となってございます。扶助費につきましては、福祉・医療・教育に係る扶

助措置で１億８千８８２万５千円、対前年度比１３１．７％ですが、民生費における子ども手当
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の伸びが要因となってございます。補助費等につきましては４億３千３１０万６千円となり、対

前年度比８９．５％となっておりますが、減の主たる要因は高規格救急車購入事業等に伴う消防

費負担金の減と道営畑総事業負担金の減によるものでございます。普通建設事業費につきまして

は５億３千８０４万７千円となっており、対前年度比１１４．４％となります。緑清荘改修事業

及び公営住宅建設事業の実施に伴う増と最終処分場増設工事完了に伴う減の差額要因によるもの

でございます。公債費につきましては対前年度比９５．４％で９億６千５５１万円となってござ

います。積立金につきましては減債基金及び財政調整基金への積立並びに利積み分を計上した結

果、対前年比１２８．５％となってございます。投資及び出資金はございません。貸付金につき

ましては医療費貸付金１０万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８３．５％となってございますが、国保会計及び焼酎事業

特別会計への繰出し減であり、内容につきましては後ほど主要施策のなかでご説明いたします。

予備費については説明を省略いたします。 

 次に、７ページをお開き下さい。款別の物件費の内訳についてご説明いたします。平成２１

年度との比較により、区分ごとの概要につきご説明申し上げます。賃金につきましては対前年度

比１１１．１％で、国の示した雇用創出対策に対応した地域振興対策費への臨時職員雇用経費、

さらには衛生費の臨時保健師雇用経費が主な要因となってございます。旅費につきましては、議

会費の道内所管事務調査の減を主な要因に、対前年度比較９３．７％となってございます。交際

費につきましては前年度実績計上により、対前年度比８８．９％となってございます。需用費に

つきましては合計２億１千１５２万９千円、対前年度比１０５．５％となっておりますが、総務

費の臨時的の経費としての修繕費及び総合計画策定事業に係る印刷製本費の伸びなどが要因とな

ってございます。役務費につきましては通信運搬費や車検等の法定点検に要する手数料等となり

ますが、対前年度比９４．７％となってございます。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６億４千８２１万４千円となり、対前年度比９８．４％となってございます。

使用料及び賃借料は、対前年度比１１２．５％となっており、機械の更新に併せリース借上に切

り替えた衛生費のコピー機借り上げが主な要因となります。備品購入費につきましては対前年度

比７４．７％となっておりますが、衛生費の診療所電子カルテシステム導入による増がある一方、

昨年度の教育費、パソコン等の教育教材の備品整備及び給食配送車更新事業の完了により、総体

的には減額となってございます。 

続いて、８ページをご覧頂きたいと存じます。それでは、平成２２年度一般会計予算主要施策

調べについてご説明申し上げます。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

般財源まで資料に全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させ

て頂きたいと存じます。２款総務費よりご説明申し上げます。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５千１３３万９千円の積立を行なうものであり、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等となってございます。広報費、町勢要覧

作成事業につきましては、町制施行５０周年に合わせて作成した要覧の残部がなくなってきてい

ることから、２ヵ年計画で作成をするものでございます。今年度は企画・資料収集・取材経費と

して８０万円を予算計上してございます。自治振興費のまちづくり地域活動推進事業交付金は、

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１千万円を計上いたしております。企画振興費、第５次清里町総
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合計画策定事業につきましては、平成２２年度に現行計画が最終年度を迎えることから、２１年

度に引き続き次期計画の策定を行うものであり４１３万円の予算計上となってございます。北網

地域活性化協議会負担金事業につきましては、北網地域２市８町で構成する協議会において、今

年度、地域観光と産業振興に結び付けるプロモーション事業としてテレビ番組の制作及びマルシ

ェ（市場）出店事業を企画しておりますので、清里町の負担金となる１００万５千円を計上いた

しております。なお全体事業費は６千万円が予定されてございます。花と緑と交流のまちづくり

事業につきましては、町民の皆さんと行政のパートナーシップによる重点プロジェクト事業とし

て、花と緑の環境づくり事業と交流事業を推進してまいります。事業費につきましては１千９８

０万４千円となっておりますが、花と緑の環境づくり事業に８２７万５千円、交流事業に１千１

５２万９千円の予算計上となります。徴税費の税理経理事務補助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ございます。固定資産評価替鑑定評価委託事業に

つきましては、３年に１度の評価替に向けて、業務委託経費２３３万１千円を計上させて頂いて

おります。選挙費、参議院議員選挙事業につきましては、今年７月予定されている選挙事務費６

８８万１千円を計上するものでございます。 

 １０ページをご覧頂きたいと存じます。北海道知事、議会議員選挙事業につきましては、明

年４月に実施される選挙の事前事務経費として３８７万４千円を計上いたしてございます。農業

委員選挙事業につきましては、明年３月に任期満了となることから、選挙に要する経費２００万

円を計上してまいります。各種統計調査費、統計調査事業は、５年に１度実施される国勢調査及

び各種指定調査等に要する経費として、３４４万円の計上となってございます。地域振興対策費、

地域振興総合対策事業は、地域経済の振興や雇用創出などを総合的に推進するとともに、緊急的

な地域振興対策や新たな国の政策動向に的確に対応すべく、７千４７７万６千円の予算計上を行

うものでございます。臨時雇用事業関係として、臨時職員賃金等が２千１７９万７千円であり、

シルバーセンター等の委託５８２万３千円となってございます。また、診療所施設等の公共施設

臨時修繕が１千７００万円、また昨年度、新たに創設した農商観工等異業種連携事業化支援・雇

用創出交付金事業に１千５００万円、住宅用太陽光発電システム導入費補助に３６０万円を計上

してまいります。さらに、新規事業や新たな政策事業に対応するための、測量調査業務委託及び

事業調査・設計業務委託料にそれぞれ２００万円、公用車２台の更新・買い取り経費をはじめと

した備品整備経費として７０７万９千円を計上いたしてございます。民生費、社会福祉総務費、

社会福祉協議会補助事業につきましては、清里町社会福祉補助金交付要綱の規定により、職員２

名分の人件費８５３万２千円を補助いたします。１１ページの難病者等通院交通費助成事業につ

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２５０万円となってございます。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年度かスタートしておりますが、２２年度は８千６６７万３千円を計上し各

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５３９万円を予算計上いたしました。１２ページをご覧頂きたいと存じます。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に要する経費

として、社会福祉法人への指定管理経費２億８千５５０万円を計上いたしてございます。児童母
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子福祉費、子育て支援保育料補助事業は少子化支援対策として第３子以降分の保育料の２分の１

の支援を行うものであり、常設保育所については保育料免除措置とし、季節保育所及び幼稚園就

園保護者に対する補助事業費８０万４千円を計上いたしました。なお、本事業につきましては子

ども手当の創設により制度見直しを行っております。新栄保育所運営費補助事業につきましては、

季節保育所の運営費支援として２３７万１千円の予算計上となっておりまます。子ども手当支給

事業は国の新たな制度として設けられた事業であり、０歳から義務教育終了となる中学３年生を

持つ世帯に対して、平成２２年度においては１人当たり月１万３千円の給付を行うもので、当初

予算計上額は６千６３０万円となり、今年度は経過期間として児童手当との併用支給及び旧制度

の地方負担が残ることから、事業費６千６３０万円に対し国庫支出金５千７０万６千円、道支出

金７７９万７千円、一般財源７７９万７千円となります。子育て支援センター運営事業１４８万

７千円の予算計上につきましては、相談や共同の遊びと交流の場提供などの運営経費となってご

ざいます。１３ページ、衛生費、予防費の各種検診事業につきましては、予防を主体として一昨

年度スタートした特定健康診査をはじめとした各種検診に、本年度から新たに脳ドック検診を加

え所要経費となる１千４６万３千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６５歳以上を対象としたインフルエンザ予防

接種に要する経費として５３９万５千円を予算計上いたしております。各種医療対策費、乳幼児

医療費扶助事業につきましては、町単独として小学校６年生までを対象拡大し入・通院費用を全

額扶助するものであり、１千１５５万円の予算計上となってございます。１４ページをご覧頂き

たいと存じます。母子保健事業につきましては、妊婦検診・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、昨年度より妊婦健診１４回分が全額公費負担なり、予算額は４１９万５

千円となってございます。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２千５１３万４千円を計上いたしてございますが、燃料費・光熱水費をはじめとした維

持管理経費であり、その他収入の雑入は診療所及び老健施設の当該管理経費の負担分収入となっ

てございます。清掃事業費、ごみ処理業務委託事業は、収集業務及び処理業務の民間事業者委託

経費として、４千６５７万１千円を計上いたしました。農林水産業費、農業振興費、農業経営基

盤強化資金利子補助は制度要綱に基づく利子補助を行なうものであり、４９１万５千円を予算計

上するものでございます。農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業につきましては、国によ

る活性化計画の採択により、平成２１年度から２４年度までの４カ年事業として推進しているも

のであり、平成２２年度につきましては札弦地区の札弦センター及び道の駅パパスランドの整備

に向けた実施設計を行ってまいります。予算計上額は５千３１０万円であり、特定財源は国の支

援交付金１千７８０万円と過疎債３千３００万円を予定いたしてございます。１５ページ、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追肥事業費として１２８

万３千円を計上いたしました。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、１千１６５万円を計上いたしております。道営整備事業費、道

営畑地帯総合整備事業につきましては、平成２２年度は客土、土層改良等の事業への負担金２千

７８万６千円を計上いたしております。林業振興費、森林整備事業費補助につきましては、民有

林の整備について制度支援を行うものであり、予算は２６７万３千円を計上いたしてございます。

商工費、商工振興費、商工会補助事業は地域内商工業振興に対する運営費の補助であり、経営改

善普及事業及び地域振興事業に１千１７２万７千円を計上いたしてございます。１６ページをお

開き頂きたいと存じます。コミュニティセンター維持費補助事業につきましては、施設の公益部
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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

金補助事業につきましては、コミット建設に係る償還金の補助を商工会に行なうものであり、事

業費は１千７６万６千円でございます。観光費、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５９０万円となってございます。 

斜里岳山小屋管理運営事業につきましては、指定管理によりＮＰＯ法人きよさと観光協会に委託

する運営管理経費１５４万円を計上してございます。温泉施設費、温泉施設管理運営事業は、町

内３温泉施設の指定管理に要する経費２千９１０万円を計上いたしてございます。内訳は記載の

通りでございます。緑清荘整備事業につきましては、国の交付金事業による整備に合わせ、旧館

の整備を行い施設環境の充実により利用者の利便性や快適性の向上を図るものであり、予算額は 

１億４千万円を計上いたしてございます。当初予算の特定財源としては過疎債として緑清荘改修

事業債を予定してまいりますが、今後、北海道の地域政策補助金を合わせて申請してまいります。

なお審議資料の２５ページに、平面図及び主な改修内容を示しておりますのでご覧下さい。主な

工事概要につきましては、レストラン改修、福祉浴室設置、既存浴室改修、乾燥室・倉庫設置、

研修室設置のほか、経年使用により汚れ等が生じている部屋の壁やカーペットなどの修繕を行っ

てまいります。１７ページにお戻り頂きたいと存じます。オートキャンプキャンプ場費、オート

キャンプ場管理運営事業につきましては、６月中旬から９月上旬の開設運営経費５４６万７千円

の事業費を計上いたしてございます。江南パークゴルフ場費、江南パークゴルフ場管理運営事業

につきましては、同じく４月から１０月までの施設開設運営経費として６３９万４千円を計上い

たしてございます。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つきまして

は、年間を通じた道路・橋梁・河川の維持管理及び付帯業務、さらには冬季における除雪業務を

指定管理により行うものであり、予算は８千８２１万８千円を計上いたしてございます。道路等

整備事業は、町単独の道路整備事業であり、７号道路と１５号道路の区画線引き、測量業務等に

要する経費として８７９万４千円を計上致してございます。道路新設改良費、道路新設改良事業

につきましては、継続３路線の整備及び３線道路踏切の改良に伴うＪＲ北海道への負担金等、１

億８千１３８万６千円の事業費をもって実施してまいります。なお、道路関係の工事位置図につ

きましては、審議資料の２６ページをご覧頂きたいと存じます。今年度は、継続事業として４線

道路及び江鳶南道路の改良工事、３線道路の歩道整備、江鳶南道路の舗装工事を、それぞれ図示

した区間で行ってまいります。１８ページにお戻り頂きたいと存じます。住宅建設費、公営住宅

建設事業につきましては、ひまわり団地に整備します地域優良賃貸住宅１棟４戸の建設事業費 

９千５６４万７千円を予算計上してまいります。なお、審議資料の２７ページに位置図と事業概

要を記載しておりますのでご覧頂きたいと存じます。建物は、２ＬＤＫ２戸・３ＬＤＫ２戸、鉄

筋コンクリート造２階建て１棟４戸建、床面積は３４０．.４５平方メートルとなり、外構工事と

して駐車場及び通路等の工事を行ってまいります。１８ページにお戻り頂きたいと存じます。教

育費、教育委員会費、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１８０万円となってございます。教育

諸費、教育推進計画策定事業は、平成２３年度から２７年度までの５ヵ年間を計画期間とする、

新たな教育推進計画を策定するものであり、予算額は２１万２千円となってございます。幼稚園

就園奨励費補助事業」は、私立幼稚園就園保護者の経済負担軽減の制度支援であり、事業費は３

５６万８千円となってございます。私立幼稚園運営費補助事業は、幼児教育の観点から町単独の

運営支援を行うものであり、予算計上額は５００万円となってございます。遠距離通学バス業務
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委託事業につきましては、中学生の通学手段確保と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います。事業費は１千８０５万円を計上いたしております。１９ページ、清

里高等学校総合支援対策事業費補助事業は、平成１６年度から総合支援を行っておりますが、昨

年度からは地域キャンパス校となりましたので、特色ある教育活動を中心に支援を行うこととし、 

８７０万円の予算計上を行ってまいります。清里小学校開校１００周年記念事業補助事業につき

ましては、協賛会が行う記念事業の記念誌発行事業に対し１００万円の補助を行うものでござい

ます。小学校費、学校管理費、小学校普通教室机・椅子更新事業は、３ヵ年計画で進めておりま

した更新事業の最終年度として、清里小学校と江南小学校の整備を行うべく５００万円を予算計

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、職員雇用に係る人件費等として 

３２０万円の予算計上を行うものでございます。第７次清里町社会教育中期計画策定事業は、平

成２３年度から２７年度までの５ヵ年を期間とする新たな計画策定に要する経費８２万８千円を

計上いたしてございます。２０ページをご覧頂きたいと存じます。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、実行組織に２５０万円の支援を行ってまいります。きよさと

セミナー開設事業は、協働のまちづくりを担う人材育成を目的として開設するものであり、事業

費８５万２千円を計上いたしてございます。生涯学習センター費、子育て支援学童保育事業につ

きましては、小学校低学年を対象として放課後及び土曜日の開設を行うものであり、予算額は４

９５万６千円となってございます。子ども農園・広場事業は、子どもたちの体験学習とボランテ

ィアの皆さん方との世代間交流を深める場として総合的な事業を実施してまいります。事業費は 

６０万円の計上させて頂いております。生涯学習活動車運行業務委託事業は、社会教育活動の支

援や各種生涯学習活動の推進のため、運行業務委託費１千１８５万８千円を計上いたしてござい

ます。図書館費、図書購入事業につきましては、図書館の利用を促進するため図書資料の整備充

実をはかるため３６０万円を予算計上いたしました。保健体育費、体育施設管理運営事業につき

ましては、生涯スポーツ振興のために要する各体育施設の運営経費として２千９３３万円を計上

いたしてございます。 

なお、２１ページから２２ページは団体補助調べとなっておりますのでご参照頂きたいと存じ

ます。 

２３ページをご覧下さい。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％が町の負担となりますが、その負担分として 

４千９１７万９千円、地域支援事業分として１５万７千円、事務費分４６４万円、合せまして５

千３９７万６千円となってございます。国民健康保健事業につきましては、内容に記載の通り保

険基盤安定繰出金以下の法定ルール繰出分として２千８１４万５千円を計上いたしてございます。

老人保健につきましては会計設置の最終年度となりますが、一般会計繰出金は生じません。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１千

１５９万１千円と事務費繰出金３２８万千円、合わせて１千４８７万１千円を計上いたしてござ

います。簡易水道事業につきましては、施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１千３９１万７千円となってございます。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８千３９８万１千円となってございます。焼酎事業につきましては、

人件費を含めた総務費への充当財源として９４０万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２億４２９万円となり、対前年度比４千４４万７千円の減となります。 

続いて２４ページをご覧頂きたいと存じます。北海道後期高齢者医療広域連合組合はじめ４広
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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２億５５０万５千円となり、前

年度比５千１８９万８千円の減となってございます。 

それでは、予算書の説明を申し上げますので予算書の３９ページをご覧頂きたいと存じます。 

歳出よりご説明申し上げますが、審議資料の説明において主要施策、繰出金、団体補助金、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預きますのでご理解

頂きたいと存じます。１目議会費につきましては、議員期末手当及び道内所管事務調査関係経費

の減により対前年度比２１１万３千円の減となってございます。その他は特異的事項はございま

せん。４０ページをご覧きたいと存じます。２款総務費、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、詳細にご説明申し上げますが、２節給料は３億５千６４１万１千円、３

節職員手当等は１億９千３５万７千円、４節共済費は１億１千８７３万円、１９節負担金補助及

び交付金は９千９３７万７千円となっており、総額７億６千４８４万５千円となっております。

なお、対前年度比較では２千３０３万８千円の増となりますが、その要因は共済費の負担掛け率

の改正と退職手当組合負担金の増によるものでございます。４１ページ、総務管理費、１目一般

管理費につきましては、前年度比較４９万１千円の増となっておりますが、補助事業の事務費配

分見直しにより、当該科目において消耗品及び通信運搬費を一般財源で手当したことが主な要因

となっております。４２ページをご覧頂きたいと存じます。２目財産管理費は前年度比較１千１

８６万円の増額は、備品購入費の減額と当初予算で計上いたしました財政調整基金積立金の差額

によるものでございます。４３ページ、３目地籍管理費及び４目広報費につきましては特異的な

事項はございません。４４ページをご覧頂きたいと存じます。５目自治振興費につきましては１

９節に地域活動推進事業交付金１千万円を計上しておりますが、前年度比較２２６万３千円の減

は、昨年度の街灯の省エネ型への切り替えによる光熱水費の減によるものでございます。６目交

通安全対策費、７目防災対策費につきましては特異的事項はございません。８目町有林管理費の

対前年度比較７８万９千円の増は１５節工事請負費の増によるものでございます。４６ページを

ご覧頂きたいと存じます。９目支所及び出張所費から１１目緑センター費までは特異的な事項は

ありません。１２目顕彰費３３万２千円の増は、徽章の購入に伴う報償費の増が要因となってご

ざます。１３目 報酬等審議会費は特異的な事項はございません。１４目職員福利厚生費前年度

比較１６１万１千円の減は、１１節需用費の修繕料の減によるものでございます。４８ページを

ご覧頂きたいと存じます。１５目総合庁舎管理費の前年度比較５３４万７千円の減は、昨年度行

った内線電話更新事業に係る備品購入費の減によるものでございます。１６目行政情報システム

管理費の前年度比較９４９万５千円の減につきましては、同じく昨年度事業実施した基幹税シス

テム改修事業の完了によるものでございます。１７目管内町村公平委員会費につきましては新目

であり、管内交通安全共済組合内に置かれておりました公平委員会が、その解散に伴う規約変更

により町村会会長所在町村に置かれることになりましたので、当該予算を清里町の予算に組み込

み処理を行うこととなっております。予算額は６３万円であり、２名おります公平委員に係る報

酬、共済費、旅費及び事務経費を計上いたしております。特定財源の５７万２千円は管内各町村

の負担金、一般財源 ５万８千円の内３万円は清里町の負担金となり、残りの２万８千円は繰越

金となってございます。５０ページをご覧頂きたいと存じます。福祉センター費は廃目となりま

す。１目企画振興費、前年度比較４２５万８千円の増額につきましては、主要施策でご説明いた
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しました第５次総合計画策定事業によるもので、委員報酬や計画書の印刷経費等をそれぞれの科

目に計上いたしてございます。２目土地利用計画費につきましては特にございません。５２ペー

ジをご覧頂きたいと存じます。３目花と緑と交流のまちづくり事業費につきましては、ほぼ昨年

と同額の予算計上となっておりますが、１９節負担金補助及び交付金に移住定住事業補助として

新たに１２０万円を計上し、移住体験事業に係る住宅借上げ等の支援を行ってまいります。その

他、事業内容は主要施策でご説明いたしました。１目徴税費、前年度比較２２７万６千円の増は、

１３節委託料に計上しております鑑定評価業務によるものでございます。５４ページをご覧頂き

たいと存じます。５４ページ、１目戸籍住民登録費から次のページ、６項の選挙費、１目選挙管

理委員会費までは特にございません。２目参議院議員選挙費から５６ページの４目農業委員選挙

費までは主要施策でご説明した通り、それぞれ選挙並びに準備経費を計上させていただいており

ます。なお、衆議院議員選挙費につきましては廃目となります。５７ページをご覧頂きたいと存

じます。７項統計調査費、１目各種統計調査費、前年度比較２３９万６千円の増は主要施策でご

説明した国勢調査の実施によるものでございます。５８ページをお開き頂きたいと存じます。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。９項地域振興費、１目地域振興対策費に

つきましては先ほど主要施策において詳細にご説明申し上げましたが、昨年度に引き続き継続的

な施策対応を行ってまいります。４節共済費及び７節賃金は、臨時職員雇用にかかる予算の総括

的計上となってございます。１１節修繕料は診療所や関連住宅及び公共施設の修繕事業費１千７

００万、１３節委託料がシルバーセンター、民間委託による公共施設等運営管理雇用促進業務委

託料以下３事業で９８２万３千円、１８節備品購入費７０６万３千円につきましては公用車２台

の更新と買い取りをはじめとした備品整備経費、１９節負担金補助及び交付金は、昨年度、新た

に創設した農商観工等異業種連携事業化支援・雇用創出交付金事業１千５００万円及び住宅用太

陽光発電システム導入費補助３６０万円を予算計上いたしております。６０ページをご覧頂きた

いと存じます。民生費、１目社会福祉総務費、前年度比較２０８万６千円の増につきましては、

地域振興対策費からの福祉医療従事者人材確保補助を移行したことによるもので、実質的には、

ほぼ同額となってございます。２目障害者自立支援費６７２万９千円の増は、１９節負担金補助

及び交付金の６１ページ、居宅介護給付費及び６２ページの訓練等給付費の伸びによるものでご

ざいます。６２ページをご覧頂きたいと存じます。３目福祉サービス事業費につきましても先ほ

ど主要施策でご説明いたしましたが、ほぼ、前年度同額の予算を計上いたしてございます。４目 

老人福祉費、前年度比較１千８８４万１千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ございます。５目地域包括支援センター費は、

臨時専門職員雇用にかかる共済費及び賃金を計上してまいりますが、ほぼ、前年度同額の予算と

なってございます。６４ページをご覧頂きたいと存じます。６目国民年金事務費は特にございま

せん。１目児童母子福祉費、前年度比較３千８４１万２千円の増は、２０節扶助費の子ども手当

の創設によるものであり、その内容につきましては財源も含め主要施策でご説明いたしました。 

２目保育所費は、前年度ほぼ同額の１千６８３万５千円の予算計上となってございます。また、

１９節負担金補助及び交付金に、主要施策でご説明申し上げた新栄保育所運営費補助を計上いた

してございます。６６ページをご覧頂きたいと存じます。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を申し上げます。１目保健衛生

総務費１千１５６万２千円の増につきましては、育児休暇に伴う臨時職員の雇用及び１８節備品

購入費に８０３万３千円計上いたしております、診療所電子カルテシステム購入に伴う増となっ
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てございます。６８ページをご覧頂きたいと存じます。２目予防費につきましては主要施策でご

説明いたしましたが、各事業につきしては１３節委託料１千７００万５千のなかで計上いたして

ございます。前年度比較２３４万円の増は、脳ドック検診の再開に伴う委託料の増が主な要因と

なってございます。３目各種医療対策費、前年度比較３千１９３万９千円減の主な要因は、２８

節繰出金の国民健康保険事業特別会計繰出金の減によるものでございます。４目環境衛生費につ

きましては、前年度比較１千２８９万２千円の減となってございますが、７０ページの１９節負

担金補助及び交付金の斜里郡３町終末処理事業組合負担金の減及び２８節繰出金の農業集落排水

事業繰出金の減によるものでございます。５目保健福祉総合センター費につきましては、昨年度

実施した温泉ポンプ点検及び熱交換設備の整備工事の終了から、全体としては前年度比較２８９

万３千円の減となっています。実質的にはほぼ同額となってございます。１目清掃事業費、前年

度比較１億６千５２万８千円の減につきましては、一般廃棄物最終処分場増設工事の完了に伴う

ものであり、７２ページの１３節委託料に今後の清掃センター大規模修繕改修に向けた長寿命化

計画策定業務委託料４５０万円を計上いたしてございます。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。２目農業振興費の１千３８９万７千円の増は、地域振興対策費からの農

業振興補助事業の移行が主な要因となっており、１５節工事請負費に普及センター南側に位置す

る老朽化した温室ハウス１棟の解体工事費１０１万９千円を計上いたしてございます。また、７

４ページの２８節繰出金に本年度の焼酎事業特別会計繰出金９４０万円を計上いたしてございま

す。７４ページをご覧になって頂きたいと存じます。３目畜産業費の前年度比較１８０万６千円

の減は、昨年度実施した江南町営牧場の修繕及び環境整備事業の減によるものでございます。な

お、特定財源のその他２８０万円は牧野使用料となってございます。４目農地開発事業費、前年

度比較２５３万６千円の減につきましては、１９節負担金補助及び交付金の国営畑地かんがい斜

網地域維持管理協議会負担金の減によるものでございます。５目道営整備事業費、前年度比較４

千５２８万１千円の減につきましては、道営畑総整備事業量の減に伴う負担金の減であり、国全

体の農業農村基盤整備事業の予算削減影響によるものでございます。７６ページをご覧頂きたい

と存じます。６目農山漁村活性化対策費５千３１０万円の予算計上は、先に主要施策でご説明し

た活性化計画で国の採択事業となっている、札弦地区の２施設について実施設計等を進めるもの

でございます。地域資源活用交流促進施設となる札弦センターの実施設計に１千３９０万円、道

の駅・パパスランドさっつるに併設となる農林水産直売場・食材提供供給施設の実施設計に１千

７００万円、町単独事業となりますパパスランド既設部分の改修実施設計に１千７００万円、ま

た新設両施設の地耐力調査業務に４００万円を計上いたしてございます。財源につきましては、

先ほど主要施策でご説明申し上げました。１目林業振興費、前年度比較１千８５２万円の増につ

きましては、製材等流通補助をはじめとした林業振興補助事業の総務費、地域振興対策費からの

移行による増であり、実質的にはほぼ同額となっております。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。７８ページをご覧頂きたいと存じます。商工費についてについて

ご説明申し上げます。１目商工振興費の前年度比較６０５万３千円の増につきましても、主な要

因は総務費、地域振興対策費からの商工振興費補助の移行によるものでございます。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。２目観光費におきましては、主要施

策で申し上げました各イベント促進事業につきまして、１９節負担金補助及び交付金として計上

いたしております。なお、前年度比較３５３万１千円の増は、１１節需用費の印刷製本費として 

８０万円を計上し観光パンフレットの製作を行うとともに、昨年度まで単独の目で計上しており
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ました斜里岳山小屋の管理運営経費を観光費に統合し、１３節委託料において指定管理経費を計

上、さらに１５節工事請負費において１６号スキー場跡地に整備をしておりますさくらの山管理

用の取付け道整備１０６万円を計上したことによるものでございます。３目温泉施設費、前年度

比較１億３千２１万１千円の増につきましては、８０ページをご覧頂きたいと存じます。主要施

策でご説明いたしました、町単独事業として実施する緑清荘改修工事によるものでございます。

４目オートキャンプ場費、前年度比較６４万２千円の減は、周辺の植樹等の跡地の雑木や灌木の

整理による環境整備費の減によるものでございます。なお、新年度の環境整備につきましては、

引き続き地域振興対策費をもって実施してまいります。５目江南パークゴルフ場費につきまして

は特異的事項はございません。農山村景観・自然環境保全費は廃目いたします。８２ページをご

覧頂きたいと存じます。続いて土木費をご説明申し上げます。１目道路橋梁費、前年度比較１千

３４０万２千円の減は工事請負費の減によるものですが、既に２月臨時会において地域活性化・

きめ細かな交付金事業において、前倒し措置を行っているところでございます。２目道路新設改

良費につきましては１億８千１３８万６千円の計上となっており、事業内容につきましては主要

施策と審議資料でご説明申し上げましたが、１５節工事請負費が９千２０万円、１９節負担金補

助及び交付金に踏切工事の負担金８千８００万円を計上してございます。８４ページをお開き頂

きたいと存じます。１目公園費２３９万４千円の前年度比較の減は、昨年度計上しました草刈機

購入費の減が主な要因となってございます。１目住宅管理費、前年度比較４５万８千円の減につ

きましては、平成２１年度補正による既存住宅修繕の前倒し発注による修繕料の減によるもので

ございます。２目住宅建設費につきましては、地域優良賃貸住宅１棟４戸の建設に要する９千５

６４万７千円を計上いたしてございます。消防費につきましては、前年度比較４千７６５万６千

円の減となっておりますが、８６ページの分署負担金において高規格救急車購入及び車庫改築事

業の完了による減となってございます。８６ページをご覧頂きたいと存じます。続いて教育費に

ついてご説明申し上げます。１目教育委員会費は特異的事項はございません。２目教育諸費の各

事業につきましては、主要な施策でご説明申し上げたところで、１９節負担金補助及び交付金の

８８ページに、清里高等学校総合支援対策事業費補助８７０万円、清里小学校開校１００周年記

念事業補助１００万円を計上いたしてございます。小学校費、１目学校管理費、前年度比較１千

５３９万円の減は、光岳小学校改築工事実施設計と緑町小学校屋内運動場耐震補強工事の完了に

よるものとなってございます。９０ページをご覧頂きたいと存じます。２目教育振興費につきま

しては、前年度比較３３９万円の減となっておりますが、町単独事業として当初予算で計上した

パソコン更新に伴う器具購入費の減によるものでございます。中学校費の１目学校管理費、前年

度比較８０万円の増につきましては、１３節委託料のワックス塗布業務委託料及び１８節備品購

入費の増によるものでございます。２目教育振興費、前年度比較１２４万９千円の減につきまし

ては、小学校費同様、１８節備品購入費に計上してございます、器具購入費の減によるものでご

ざいます。９２ページをご覧頂きたいと存じます。続いて社会教育関係についてご説明申し上げ

ます。１目社会教育総務費につきましては特異的事項はございません。９３ページ、２目生涯教

育費につきましては各種事業にかかる報償金や公演、研修、団体活動支援の補助金などを計上し

ており、ほぼ昨年と同額の予算計上となってございます。９４ページをご覧頂きたいと存じます。

３目生涯学習総合センター費につきましてはプラネットの運営管理費及び生涯学習活動車運行業

務経費を計上いたしておりますが、今年度予算額は３千９０３万円となっております。４目図書

館費については特異的事項はございません。９６ページをご覧頂きたいと存じます。１目保健体
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育総務費から、９９ページの５目スキー場管理費まではそれぞれ施設等の管理運営費であり、対

前年度比較で微減ではありますが特異的事項はございません。９９ページ、６目学校給食センタ

ー費８４４万２千円の減につきましては、昨年度実施いたしました給食配送車の更新に伴う購入

費の減が主な要因となってございます。１０１ページをご覧ください。公債費につきましては、

元金及び利子を合せ９億６千５５１万円を計上いたしており、前年度比較で４千６０４万円の減

となっております。内容につきましては冒頭の予算額調べの歳出でご説明致しております。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、歳入につきましてご説明申し上げますので１５ページにお戻り頂きたいと存じます。

歳入につきましては、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致しておりますので総括表で、概要のみご説明

申し上げます。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３１億７千１０万円が一般財源となります。従いまして、特

定財源につきましては国道支出金等合せまして１０億７千２９０万円となってございます。 

続いて、給与明細書についてご説明申し上げますので１０３ページをご覧頂きたいと存じます。 

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６２名の増は、社会教育中

期計画策定委員、国勢調査実施に伴う統計調査員、公平委員会委員等の増によるものでございま

す。長等におきましては前年度比較５６万７千円の減、議員においては６９万円の減、その他に

おいては３８６万２千円の増となり、合計では２６０万５千円の増となってございます。長等及

び議員においては期末手当の減によるものでございます。１０４ページをご覧頂きたいと存じま

す。一般会計の一般職につきましては、職員数は採用３名退職２名により、１名の増となります。

また、給与費につきましては１千１９２万４千円の減となり、共済費は率の改定を反映し１千３

８５万６千円の増、合計では１９３万２千円の増となります。職員手当て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、新たに子ども手当を設けてご

ざいます。１０５ページから１０６ページは給料及び職員手当の明細となっており、給料では３

３６万４千円の減、職員手当では８５６万円の減となります。以下、１０７ページから１１１ペ

ージまでについても給料及び職員手当等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ございません。 

 続いて１１２ページをご覧頂きたいと存じます。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２１年度までの債務負担行為は基幹税システム改修事業か

ら１１５ページの土木積算システム機器リース事業まで都合２７件となってございます。当該年

度、平成２２年度以降の支出予定額につきましてはディサービスセンター建設に伴う償還金補助

以下２４件、総額３億１千７４４万８千円となっておりますが、平成２１年度に基幹税システム

改修事業をはじめ３件の終了等により８０４万５千円の減となってございます。それでは１１６

ページと１１７ページをご覧頂きたいと存じます。本表は地方債の現在高調べとなっております。

１１７ページの合計欄でご説明を申し上げます。前前年度、平成２０年度末の現在高は９２億３

千６６７万円前年度、平成２１年度末の現在高見込額は９０億３千２９３万円、当該年度、平成

２２年度中の起債見込額は３億７千８４０万円、当該年度、平成２２年度の元金償還見込額は８

億１千２５万９千円、当該年度末、平成２２年度末の見込額は８６億１０７万１千円となってご

ざいます。以上で説明を終了させて頂きます。 
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○議長（村尾富造君） 

 ここで１０時５０分まで休憩といたします。 

                               休憩  午前１０時４０分 

                               再開  午前１０時５０分 

○議長（村尾富造君） 

 休憩前に引き続き会議を続けます。 

次に、議案第３１号 平成２２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３１号平成２２年度清里町介護保険事業特別会計予算につい

てご説明いたします。説明につきましては、予算書の中ほどの薄茶色い仕切りから介護保険事業

特別会計になりますので、予算書の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事業特別会計の１ページをお開き願いたいと思います。最初に予算書からご

説明いたします。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３億９千９４８

万３千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ご説

明いたします。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号につきましては

給付費の同一款内の流用を定めるものであります。次に予算審議資料の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２２年度の予算総額は３億９千９４８万３千円で、前

年対比で２千１６５万１千円の増額、率にいたしまして１０５．７％になります。 

歳入の款における前年度対比で主な内容についてご説明いたします。１款介護保険料２９万７

千円の増額につきましては第１号被保険者の増加により増額となります。２款使用料及び手数料

は説明を省略し、３款国庫支出金６５０万４千円、４款道支出金３９５万１千円、５款支払基金

交付金６５２万５千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ござい

ます。６款の財産収入説明を省略し、７款の繰入金４３９万３千円の増額につきましては、一般

会計繰入金が２４６万９千円の増で、歳出の２款保険給付費の増額によるものと併せて平成２０

年度に積立てた介護従事者処遇改善臨時特例基金の繰入れが１９２万４千円ございます。８款繰

越金、９款諸収入は説明を省略いたします。 

次に、歳出の前年度対比で主な内容についてご説明いたします。１款総務費は説明を省略し、

２款の保険給付費２千２０２万５千円の増額につきましては、施設介護サービス給付費、高額介

護サービス等費、特定入所者介護サービス費等の増加によるものでございます。３款の地域支援

事業費、４款の基金積立金、５款の公債費は説明を省略いたします。 

 次の２ページは款別、性質別、節別予算の分類表であり、３ページから４ページの主要施策調

べは保険の給付費と地域支援事業になりますので、後ほど参照頂いて説明は省略させて頂きたい

と思います。 

 次に予算書に戻って頂きまして、介護保険特別会計の２１ページの歳出をお開き頂きたいと思

います。歳出の主なものと特定財源についてご説明いたします。総務費、１目一般管理費は介護

に係る事務経費で、その他９４万１千円は繰入金になります。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す。次の２２ページ、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１９３万４千円につい
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ては繰入金になります。次の２目認定調査費は、介護保険認定調査に係る経費で、これについて

も特定財源その他は１６１万７千円については繰入金です。次の保険給付費、１目居宅介護サー

ビス給付費につきましては、訪問介護・訪問看護・デイサービス・デイケア・短期入所などの居

宅介護サービス費用が１億３４０万円、入浴用椅子など福祉用具の購入費が６３万円、手すりの

取り付け・段差解消などの住宅改修費が１５６万円、ケアプラン作成などの居宅介護サービス計

画給付費が１千４１０万円、合計で１億１千９６９万円になります。特定財源のその他は支払基

金からの交付金から３千５９０万７千円、繰入金が１千５４９万４千円、合計で５千１４０万１

千円となります。２目施設介護サービス給付費２億３千８５０万円につきましては、特別養護老

人ホームや介護老人保健施設への入所費用でございます。特定財源のその他は支払基金からの交

付金７千１５５万円、繰入金が３千８７万６千円で合計で１億２４０万６千円となります。３目

審査支払手数料３５万７千円は国保連合会に対しましての介護報酬審査支払手数料で、特定財源

その他は支払基金からの交付金１０万７千円、繰入金が４万６千円、合計で１５万３千円となり

ます。次の２３ページ、１目高額介護サービス等費７５７万２千円は自己負担限度額を超えた場

合の給付で、特定財源その他は支払基金交付金が２２７万２千円、繰入金９８万円、合計が３２

５万２千円となります。次の１目高額医療合算介護サービス等費５０万円につきましては、医療

給付と介護給付の合算額が自己負担限度額を超えた場合の給付費で、特定財源その他は支払基金

からの交付金１５万円、繰入金６万５千円で、合計で２１万５千円となります。次の１目特定入

所者介護サービス等費２千６８１万６千円につきましては、居住費や食費は原則利用者負担とな

りますが、所得の低い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費で行い

ます。特定財源のその他は支払基金からの交付金が８０４万５千円、繰入金が３４７万１千円で、 

合計で１千１５１万６千円となります。次の２４ページ、地域支援事業費、１目介護予防事業費 

９５万４千円につきましては高齢者を対象とした介護予防事業に係る事業経費で、特定財源のそ

の他は支払基金からの交付金が２８万７千円、繰入金が１１万８千円で、合計で４０万５千円に

なります。次の１目任意事業費１９万３千円につきましては在宅介護の負担の軽減と介護技術の

普及向上を図るための事業であり、特定財源のその他３万８千円につきましては繰入金になりま

す。次の基金積立金、公債費につきましては説明を省略したいと思います。 

次に歳入につきまして９ページの総括表でご説明いたします。１款の介護保険料６千８３１万

７千円、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３万６千円の

合計６千９３５万５千円は一般財源であり、３款の国庫支出金から７款の繰入金まで、合計額で

３億３千１２万８千円が特定財源となります。以上で予算の説明を終わらさせて預きます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、議案第３２号 平成２２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 

既に上程されています、議案第３２号平成２２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を１枚お開き預いて３ページをご覧下さ

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７億８千３９４万円と定めるも

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
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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お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をお開き預いて１ページをご覧

下さい。歳入歳出の合計額では前年度対比で８千６５万円の減額。比率では８９．７％となって

おります。それでは歳入の款ごとにおける予算額を前年度対比にてご説明申し上げます。１款国

民健康保険税につきましては、３２０万円の増の内訳は保険税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２千６０７万８千円の減は医療費の

減によるものです。４款療養給付費交付金１２４万１千円の増は退職被保険者の医療費の増によ

るものです。５款前期高齢者交付金７６１万８千円の減は退職被保険者医療費の減によるもので

す。６款道支出金１１５万３千円の減は医療費の減によるものです。７款共同事業交付金２千万

円の減は高額医療費等の減によるものです。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３千３６万３千円の減は一般会計から法定外繰入れとした３千万の減が主なものです。１

０款繰越金については増減ございません。１１款諸収入１２万１千円の増は特定健診の受診者数

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１万８千円の減はレセプト点検日数の減

に伴う人夫賃及び口座振替手数の減が主なものです。２款保険給付費９千３５万２千円の減は平

成２１年度医療費の見込みが平成２０年度を大きく下回り、平年の医療費に落ちつく見込みであ

り、平年の医療費等を推計積算いたしました。３款後期高齢者支援金等６２１万７千円の減及び

４款前期高齢者納付金等１２万２千円の減は、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１千４０８万円の増は老人医療費の精算に伴うものです。６款介護納付金３３９万６千

円の増は被保険者数の増加によるものです。７款共同事業拠出金２３２万１千円の減は高額医療

費共同事業医療費拠出金４７４万６千円の増、保険財政共同安定化事業拠出金７０６万７千円の

減でございます。８款保健事業費９７万６千円の増は特定健診受診者数の増加による健診委託料

及びデーター管理委託料９５万円が主なものです。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ページをお開き下さい。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。３ページをお開き下さい。３ページは主要施策事業調べであり、

事業の内容、財源の内訳につきましても記載されておりますのでご参照下さい。 

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２３ページをお開き下さい。歳出

の特異的なものと特定財源についてご説明申し上げます。なお、予算審議資料３ページに記載さ

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頂きます。１款総務費、１目一

般管理費については特異的なものありません。特定財源の国道支出金９１万５千円は、道の特別

調整交付金であり、その他２３７万９千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。２４ページをお開き下さい。３項運営協議会

費、１目運営協議会費についても特異的なことはございません。特定財源のその他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に

つきましては前年度予算は平成２０年度の大幅な医療費の伸びをもとに積算いたしましたが、２

２２年度は平年の医療費の医療費をもとに推計積算いたしました。２目退職被保険者等療養給付

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。２５ペー

ジをお開きください。２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費につきましても前年度予算

は平成２０年度の大幅な高額医療費の伸びをもとに医療費を積算いたしましたが、２２年度は平
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年の医療費の医療費をもとに推計積算いたしました。２目退職被保険者等高額療養費につきまし

ては、制度改正による被保険者数の減により推計いたしました。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につきましては、制度改正に伴い当初予算に

計上いたしました。３項移送費から２６ページの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項後期高齢者支援金等、１目後期高齢者支援金

の減はルール計算によるものです。２目後期高齢者関係事務費拠出金につきましても特異的なも

のはありません。２７ページをご覧下さい。４款前期高齢者等納付金等、１項前期高齢者等納付

金等、１目前期高齢者等納付金等の減につきましてはルール計算によるものであり、特定財源、

国道支出金５万１千円は療養給付費交付金であります。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増は、平成２０年度確定に伴う精算拠出であり、特定財源の国道支出金は

道支出金４７６万円は療養給付費交付金であります。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。６款介護給付金及び２８ページの７款共同事業拠出金につきましては特異的な

ものはございません。８款保健事業費、１項特定健康診査等事業費及び２９ページの２項保健事

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頂き説明は省略させて頂き

ます。９款基金積立金、１項基金積立金、１目基金積立金につきましては特異的なことはござい

ません。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３０ページの１１款

諸支出金についても特異的なものはございません。 

それでは１１ページにお戻り下さい。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款諸収入のうち６３万３千円、合計で４億９千２１１万７千円

は特定財源であり、１款国民健康保険税、２款使用料及び手数料、１０款繰越金、１１款諸収入

のうち１万３千円、合わせて２億１千１８２万３千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３３号 平成２３年度清里町老人保険事業特別会計予算について。町民課長。 

 

○町民課長 

 既に上程されています議案第３３号平成２２年度清里町老人保健事業特別会計予算についてご

説明申し上げます。予算説明書の橙色の間仕切りを１枚お開きいただいて、３ページをご覧下さ

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１７５万２千円と定めるもので

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１００万円と定めるものです。それでは予算審議資料の橙色の紙

を１枚お開き預いて１ページをご覧下さい。老人保健特別会計につきましては、後期高齢者医療

保険制度に移行されたため、平成２０年度精算分医療費の支払い及び過去の不正請求の精算  

に係る費用を計上しております。歳入歳出の合計額では前年度対比で１４万９千９千円の減額、

比率で９２．２％となっております。 

それでは歳入の款ごとにおける予算額を前年度対比にてご説明申し上げます。１款繰越金１２

０万円は皆増です。２款諸収入６４万９千円の減は不正請求による返還金の完済によるものです。 
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続いて歳出についてご説明申し上げます。１款医療諸費１５万８千円の減は精算分医療であり

特にございません。２款諸支出金９千円の増は返納金であり特にございません。 

２ページをお開き下さい。２ページは主要事業施策調べであり、事業の内容、財源内訳につき

ましても記載されておりますのでご参照下さい。 

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１７ページをお開き下さい。１

款医療諸費、１項医療諸費、１目医療給付費から４目審査支払手数料まで特異的なものはありま

せん。２款諸支出金、１項償還金、１目償還金１２０万９千円は支払基金交付金返納金８４万１

千円、国庫負担金返納金２４万円、道負担金返納金６万８千円及び一般会計繰入金返納金６万円

です。 

９ページにお戻り下さい。歳入につきまして総括でご説明いたします。１款繰越金、２款諸収

入はともに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３４号 平成２２年度清里町後期高齢者医療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３４号平成２２年度清里町後期高齢者医療事業特別会計予算に

ついてご説明申し上げます。予算説明書の緑色の仕切りを１枚お開き頂いて３ページをご覧下さ

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５千２１２万４千円と定めるも

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申し上げます。それでは、

予算審議資料の緑の紙を１枚お開き預いて１ページをご覧ください。歳入歳出の合計額は前年度

対比で１６７万９千円の増、比率では１０３．３％となっております。 

それでは歳入における予算額を前年度対比にてご説明申し上げます。１款後期高齢者医療保険

料３２１万円の増は、保険料の現年度分３０７万円の増、滞納繰越分１４万の増であります。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４万２千円は皆増です。４款

繰入金１５７万３千円の減は、保健基盤安定繰入金１３９万１千円の減、事務費繰入金１８万２

千円の減であります。５款繰越金は増減はございません。６款諸収入につきましても増減はござ

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１万３千円の減は、旅費３万３千円の増、 

需用費３万９千円の減、総務費７千円の減であります。２款後期高齢者医療広域連合納付金１６

９万２千円の増は保険料の増収に伴う３２１万円の増、保健基盤安定負担金１３９万２千円の減、

事務費負担金１２万６千円の減であります。３款諸支出金は増減はございません。 

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省略させて預きます。

３ページをお開き下さい。３ページは主要施策事業調べであり、事業の内容、財源内訳につきま

しても記載されておりますのでご参照下さい。 

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ページをお開き下さい。１款

総務費、１項総務管理費、１目一般管理費７万円の増は札幌市などの会議旅費１回分と町広報誌

に掲載します記事に係る印刷経費が主なものです。特定財源のその他６８万３千円は一般会計繰

入金６４万１千円、市町村特別対策事業交付金４万２千円であります。２項徴収費、１目徴収費
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８万３千円の減は、納付所印刷経費が主なものです。特定財源のその他２８万４千円は一般会計

繰入金であります。２款後期高齢者医療広域連合納付金１６９万２千円の増は、保険料負担金３

２１万円の増、保健基盤安定負担金１３９万２千円の減、事務費負担金１２万６千円の減でござ

います。特定財源のその他１千３９４万６千円は一般会計繰入金であります。２０ページをお開

き下さい。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５万１千円につきまし

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ページにお戻り下さい。歳入については総括でご説明申し上げます。３款特別対策

事業交付金、４款繰入金、６款諸収入の内の５万１千円、合計１千６４９万５千円が特定財源で

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２千円、

合計３千３９５万円につきましては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３５号 平成２２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３５号平成２２年度清里町簡易水道事業特別会計予算につい

てご説明申し上げます。予算説明書の水色の仕切りをお開き預き３ページをご覧下さい。まず、

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 ８千３７０万７千円と定めるもの

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。次に審議

資料の水色の仕切り、簡易水道事業特別会計３ページの主要施策事業調べのご説明を申し上げま

す。 

３ページをお開き下さい。最初に平成２２年度簡易水道事業における主な事業内容についてご

説明申し上げます。水道メーター器更新事業でありますが、計量法に基づき８年を経過しました

水道メーターは更新をしなければなりませんので、第１施設２７ヵ所、第２施設３０ヵ所、合計

３０２ヵ所のメーター器の更新を行うものであり、事業費として１千９７０万円を計上いたして

おります。特定財源１千７１８万３千円は簡易水道基金繰入金であります。 

続いて、この審議資料の１ページにお戻り下さい。 予算の総括表で、ご説明申し上げます。

歳入歳出の合計額ですが、前年度対比  ５３２万２千円の増となり、率で１０６．８％となって

おります。それでは最初に歳入の款毎における予算額を前年度対比においてご説明申し上げます。

１款 使用料及び手数料は、前年度比 １０２万６千円の減となっておりますが、人口の減少等に

より水道の使用水量が減少してきておりますので、平成２１年度の実績も参考にしながら減額計

上いたしております。２款財産収入１０万５千円の減は、基金利子の減であります。３款繰入金 

７７９万６千円の増は、一般会計繰入金２９万千円の減と簡易水道施設整備基金繰入金が ８０８

万６千円の増となっております。４款繰越金については増減はありません。５款諸収入の１３４

万３千円の減は、補償金の減額によるものです。 

次に、歳出における款毎の予算額を説明申し上げます。１款 総務費については２万３千円の

減となっておりますが、特異的なことはございません。２款施設費は５６０万円の増となってい

ますが、水道メーター器更新事業で増額になるものです。３款 公債費１５万円の減は、起債の元

金償還金が３１万３千円の増、利子償還金が４６万３千円の減となっております。４款基金積立
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金１０万５千円の減は簡易水道施設整備基金積立金の減であります。 

 続いて２ページをお開き下さい。２ページは各款の性質別、節別の予算分類表であり、説明

は省略させて頂きます。 

それでは予算書の１７ページをお開き下さい。歳出の特異的なものと財源内訳についてご説明

申し上げます。１款総務費の１目一般管理費につきましては、当会計に属する職員２名分の人件

費と物件費を計上しておりますが、先ほど審議資料の総括で説明したとおり、昨年度と比較して

２万３千円の減となっており特異的なことはございません。 続いて２款施設費ですが、先ほど総

括表で説明したとおりであり省略しますが、特定財源のその他１千７１８万３千円は全て簡易水

道基金繰り入れ金であります。３款公債費については総括表で説明したとおりで、特異的なもの

はございません。特定財源のその他１千３９１万７千円については一般会計繰入金です。４款基

金積立金についても特異的なものはございません。特定財源のその他１０万５千円は簡易水道施

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２名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、説明を省略させて頂きます。  

続いて２８ペ－ジをお開き下さい。地方債の調書でありますが、区分は簡易水道債と過疎債で

あり総額で申し上げます。前々年度末平成２０年度末現在高３億３千５１７万１千円、前年度末

平成２１年度末現在高見込額３億８３９万７千円、当該年度平成２２年度中の元金償還見込額２

千７０８万７千円、当該年度末平成２２年度末の現在高見込額は２億８千１３１万千円となる見

込みです。 

それでは歳入の説明をさせて頂きますので予算書の９ページにお戻り下さい。歳入については

総括表でご説明申し上げます。２款財産収入１０万５千円、３款繰入金３千１１０万円、合計３

千１２０万５千円につきましては特定財源であり、また１款使用料及び手数料５千５０万１千円、

４款 繰越金２００万円、５款諸収入１千円の合計５千２５０万２千円を一般財源に充当いたしま

す。以上で説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、議案第３６号 平成２２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３６号平成２２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頂き３ページをご覧下さい。 

まず、第１条第１項につきましては、歳入歳出の予算総額を１億２千２０５万５千円と定めるも

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。次に審議

資料の薄紫色仕切り農業集落排水事業特別会計の３ページをお開き下さい。主要施策事業調べの

説明を申し上げます。公共桝の新設工事を２ヵ所、事業費７０万円を計上いたしております。ま

た処理施設２ヵ所の修繕費２７０万円を計上いたしております。特定財源１０万円は工事費分担

金でございます。 

それでは審議資料の１ページにお戻り下さい。予算を２１年度との比較により総括表でご説明

申し上げます。総括表でありますが、歳入歳出ともに前年度比 ５７３万９千円の減、前年度対比

９５．５％となっております。まず歳入についてご説明申し上げます。１款分担金及び負担金に
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つきましては増減はありません。２款使用料及び手数料の２７万円の減は、水道使用料と同様人

口の減少等が主な要因となっております。３款財産収入については増減がありません。４款繰入

金 ５７６万円の減は一般会計繰入金の減によるものです。５款繰越金については、過去の実績に

基づき３０万円の増額を見込んでおります。６款諸収入は９千円の減となっておりますが、特異

的な要因はありません。 

続いて歳出についてご説明申し上げます。１款総務費５万８千円の減につきましては職員手当

の減、需用費の減によるものです。２款事業費５万円の増は委託料の増によるものであります。

３款公債費５７３万１千円の減につきましては、起債の元金償還金が４２１万３千円の減、利子

償還金が１５１万８千円の減となっております。 

続いて２ページをお開き下さい。２ページは各款における性質別、節別の予算分類表でありま

して説明は省略させて預きます。 

それでは予算説明書の１７ページをお開き下さい。歳出の特異的なものと財源内訳について説

明いたします。１款総務費、１目 一般管理費、２節給料から４節共済費につきましては本会計に

属します職員１名分の人件費と管理費であり特異的なことはありません。１７ページ下段から１

８ページをご覧下さい。２目施設管理費は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す。１８ページ下段から１９ページにかけてご覧下さい。２款事

業費、１目農業集落排水事業費ですが５万円の増となっていますが特異的なものはございません。

下水道台帳作成委託料３０万円につきましては、清里地区の２ヵ年分の台帳整理を行うものであ

ります。特定財源１０万円は施設工事分担金であります。３款公債費については、地方債元金と

利子で５７３万１千円の減となっています。１目元金、２目利子の特定財源その他の合計額８千

３９８万１千円は全て一般会計繰入金です。 

以下、２０ページから２７ページまでは、当会計に属する職員１名分の給与費明細書であり、

一般会計と同様の様式、内容となっていますので説明は省略させて預きます。 

次に２８ページをお開き下さい。地方債に関する調書ですが、区分は下水道債、特例債、過疎

債となっており、総額で前々年度末平成２０年度末現在高９億３１５万３千円、前年度末平成２

１年度末現在高見込額８億３千５７８万３千円、当該年度平成２２年度中の元金償還見込額６千

３１５万７千円、当該年度平成２２年度末現在高見込額は７億７千２６２万６千円の見込みとな

ります。 

続いて歳入についてご説明申し上げますので９ページにお戻り下さい。総括でご説明申し上げ

ます。１款分担金及び負担金１０万円、３款財産収入２万円、４款繰入金８千３９８万１千円、

それらの合計８千４１０万１千円を特定財源とし、２款使用料及び手数料３千６６５万３千円、

５款繰越金１３０万円、６款諸収入１千円の合計３千７９５万４千円を一般財源として充当いた

します。以上で説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、議案第３７号 平成２２年度清里町焼酎事業特別会計予算について、焼酎事業所主査。 

 

○焼酎事業所主査。 

 既に上程されております、議案第３７号平成２２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。予算説明書の鶯色の仕切りの次のページ、３ページをお開き下さい。ご説明
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いたします。第１条第１項につきましては、歳入歳出の予算の総額をそれぞれ８千９９２万円と

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鶯色の次の１ページ予算総括表をお開き下さい。 

平成２１年度の歳入歳出の予算額の合計は８千９９２万円であり、前年度との比較金額では２千

４２４万円の減であります。前年度対比では７８．８％であります。 

歳入の款別におけます前年度比較金額の主な内容につきまして申し上げます。１款財産収入は

２千万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２２年度焼酎等製造販売計

画表の、２販売計画のとおり販売本数につきましては、焼酎製品で８万９千４５０本、水製品で

１万本であり、販売額の合計は８千万円で計画をいたしております。２款繰入金は４２３万円の

減額であります。３款繰越金は前年度と同額。４款諸収入は１万円の減額であります。 

次に歳出の款別におけます前年度比較金額の主な内容につきまして申し上げます。１款総務費

は１７３万１千円の減額であります。内訳といたしましては賃金２３万円４千円、報償費で５４

万４千円、工事請負費で６０万円の減などどなっております。２款製造費は２千２４８万９千円

の減額であります。社会保険料及び賃金で２９７万２千円の減、需用費で９８７万円の減、役務

費で３７万６千円の減、原材料費で５６８万６千円の減、公課費で２５７万２千円の減、備品購

入費２４万円の増となっております。また、製造数量につきましては３ページに記載のとおり、

２８回仕込みで、アルコール２５度換算数量で５０キロリットルの製造を見込んでおります。３

款公債費は２万円の減であります。 

２ページをお開き下さい。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

は省略をさせて預きます。 

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ページをお開き下さい。歳出の説明は特異的なものについてご説明をいたします。１

款総務費、１目一般管理費は職員３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、そのた９４０万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

がいも焼酎などの２８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ございます。

２０ページの公債費３万円は一時借入れ金でございます。 

２１ページから２８ページまでは当会計３名分の給与費明細書であり説明は省略させて預き

ます。    

次に歳入のご説明を申し上げますので９ページにお戻り下さい。総括表によりご説明いたしま

す。１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わりました。 

 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、これに付託の上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） 
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 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、

これに付託の上審査することに決定しました。 

 ここで暫時休憩いたします。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。 

休憩 午前１１時４５分 

                                 再開 午前１１時５０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、その結果を報告いたします。 

 委員長 畠山英樹君、副委員長 田中 誠君。以上のとおり報告がありました。 

なお、審査日程は３月１１日から１２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。 

 

●散会宣告 

○議長（村尾富造君） 

本日はこれで休会といたします。 

大変ご苦労様でした。 

                               （散会 午前１１時５２分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70

平成２２年第８回清里町議会定例会会議録（３月１２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 

           副 町 長  櫛 引 政 明 

            総 務 課 長  古 谷 一 夫 

            民 課 長  小 笠 原 利 一 郎 

            建 設 課 長  坂 本 哲 夫 

            産 業 課 長  宇 野  充 

            保 健 福 祉 課 長  島 澤 栄 一 

            出 納 室 長   谷  秀 三 
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            焼 酎 事 業 所 主 査  松 浦  聡 

                      教 育 長  荻 野 美 樹 

            生 涯 教 育 課 長  斉 藤 敏 美 

           監 査 委 員 事 務 局 長  村 上 孝 一 

 農業委員会事務局長  宇 野  充 

            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     村 上 孝 一 

           主        査   鈴 木 美 穂 子 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

  議案第１３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１４号   清里町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一

部を改正する条例 

  議案第１６号  道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

議案第３０号  平成２２年度清里町一般会計予算 

  議案第３１号  平成２２年度清里町介護保険事業特別会計予算 

  議案第３２号  平成２２年度清里町国民健康保険事業特別会計予算 

  議案第３３号  平成２２年度清里町老人保健事業特別会計予算 

  議案第３４号  平成２２年度清里町後期高齢者医療特別会計予算 

  議案第３５号  平成２２年度清里町簡易水道事業特別会計予算 

  議案第３６号  平成２２年度清里町農業集落排水事業特別会計予算 

  議案第３７号  平成２２年度清里町焼酎事業特別会計予算 

  意見案第２号  食料供給力の確保に必要な農業生産基盤整備の促進を求める意見書につい 

          て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72

                                                        開議 午後２時１５分 

●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。 

これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

 
●日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定

により、議長において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 議案第１３号、議案第１４号、議案第１６号 

○議長（村尾富造君） 

 既に上程されております議案第１３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。 

 
○議長（村尾富造君） 

 お諮りします。本件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。本件は原案の通り決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。したがって、議案第１３号 清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

については原案の通り可決されました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 既に上程されております、議案第１４号 清里町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の

助成に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 お諮りします。本件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。本件は原案の通り決定することに賛成の方は起立願います。 
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（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。したがって、議案第１４号 清里町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費

の助成に関する条例の一部を改正する条例をについては原案の通り可決されました 

 

○議長（村尾富造君） 

 既に上程されております、議案第１６号 道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を議題と

します。 

 

○議長（村尾富造君） 

 お諮りします。本件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。本件は原案の通り決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。したがって、議案第１６号 道路占用料徴収条例の一部を改正する条例をにつ

いては原案の通り可決されました 

 

   ●日程第３ 議案第３０号から議案第３７号 

○議長（村尾富造君） 

 ここで、既に上程されております議案第３０号 平成２２年度清里町一般会計予算から、議案

第３７号 平成２２年度清里町焼酎事業特別会計予算まで、都合８件を一括議題といたします。

本件について委員長の報告を求めます。予算審査特別委員会委員長 畠山英樹君。 

 

○３番（畠山英樹） 

委員会審査報告書、平成２２年３月１０日、第３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します。  

１．審査事件 

議案第３０号 平成２２年度清里町一般会計予算 

議案第３１号 平成２２年度清里町介護保険事業特別会計予算 

議案第３２号 平成２２年度清里町国民健康保険事業特別会計予算 

議案第３３号 平成２２年度清里町老人保健特別会計予算 

議案第３４号 平成２２年度清里町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第３５号 平成２２年度清里町簡易水道事業特別会計予算 

議案第３６号 平成２２年度清里町農業集落排水事業特別会計予算 

議案第３７号 平成２２年度清里町焼酎事業特別会計予算 

２．審査期日 平成２２年３月１１日から平成２２年３月１２日まで２日間。 



 74

３．審査の結果 各会計原案どおり決定することにしました。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 本件については、議会先例の基づき質疑を省略いたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 お諮りします。ただ今議題としました８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。 

 従って、ただ今議題といたしました８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３０号から議案第３７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。 

本件に対する委員長の報告は原案可決です。議案第３０号から議案第３７号まで、委員長の報

告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。したがって、議案第３０号 平成２２年度清里町一般会計予算から、議案第３

７号 平成２２年度清里町焼酎事業特別会計予算までは、委員長の報告のとおり可決されました。 

 

●日程第４ 意見案第２号  

○議長（村尾富造君） 

 日程第４ 意見案第２号 食料供給力の確保に必要な農業生産基盤整備整備の促進を求める意

見書についてを議題とします。本件について提出者の説明を求めます。産業福祉常任委員会委員

長 澤田伸幸君。 

 

○４番（澤田伸幸君） 

 意見案第２号 食料供給力の確保に必要な農業生産基盤整備整備の促進を求める意見書につい 

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

平成２２年３月１２日、提出者 産業福祉常任委員会委員長 澤田伸幸。 

（以下、意見書の朗読） 

 

○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。 

 これから、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

り可決することに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。したがって、意見案第２号 食料供給力の確保に必要な農業生産基盤整備整備

の促進を求める意見書については原案のとおり可決されました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 お諮りします。ただ今可決されました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内容の字句等の整理については、議長

に委任することに決定しました。 

 

  ●閉会宣言 

○議長（村尾富造君） 

 これで本日の日程は全部終了いたしました。 

 会議を閉じます。 

 平成２２年第３回清里町議会定例会を閉会いたします。大変ご苦労様でした。 

（閉会 午後２時２８分） 


