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平成２３年第４回清里町議会臨時会会議録（５月６日） 

 

平成２３年第４回清里町議会臨時会は、清里町議会議事堂に招集された。 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

    １番  前 中 康 男    ６番  澤 田 伸 幸 

    ２番  池 下   昇    ７番  田 中   誠 

    ３番  勝 又 武 司    ８番  村 島 健 二 

    ４番  加 藤 健 次    ９番  村 尾 富 造 

    ５番  畠 山 英 樹 

   

２．不応招議員は次のとおりである。 

なし 

 

３．出席議員は次のとおりである。 

出席議員は応招議員に同じである。 

 

４．欠席議員は次のとおりである。 

なし 

 

５．遅刻議員は次のとおりである。 

なし 

 

６．早退議員は次のとおりである。 

なし 

 

７．地方自治法第１２１条の規定により、説明のために会議に出席した者は次のとおりである。 

           町 長   櫛 引 政 明 

           教 育 委 員 長   二 俣  勝 

           代 表 監 査 委 員   篠 田 恵 介 

           農 業 委 員 会 長   成 戸 昌 道 

           選 挙 管 理 委 員 長   若 松  明 

           総 務 課 長   古 谷 一 夫 

           町 民 課 長   島 澤 栄 一 

           保 健 福 祉 課 長   柏 木 繁 延 

           産 業 課 長   斉 藤 敏 美 

           建 設 課 長   澤 本 正 弘 

           出 納 室 長   二 瓶 正 規 

                     教 育 長   村 上 孝 一 

           生 涯 教 育 課 長   岸 本 幸 雄 
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           監 査 委 員 事 務 局 長   宇 野  充 

           農業委員会事務局長   斉 藤 敏 美 

           選挙管理委員会事務局長   古 谷 一 夫 

 

８．本会議の書記は次のとおりである。 

           事 務 局 長     宇 野  充 

           主 任   鈴  木  由 美 子 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

  選挙第 １号  議長選挙について 

  選挙第 ２号  副議長選挙について 

  選任第 １号  常任委員会委員の選任について 

  選任第 ２号  議会運営委員会委員の選任について 

  選挙第 ３号  斜里郡３町終末処理事業組合議会議員の選挙について 

  選挙第 ４号  斜里地区消防組合議会議員の選挙について 

  発議第 １号  特別委員会の設置について 

  発議第 ２号  議会運営委員会議会閉会中の継続調査について 

  同意第 ２号  清里町監査委員の選任について 

  同意第 ３号  清里町副町長の選任について 

  承認第 １号  平成２２年度清里町一般会計補正予算（第９号）専決処分承認について 

  承認第 ２号  平成２２年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）専決処分

承認について 

  承認第 ３号  平成２２年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）専決

処分承認について 

  承認第 ４号  平成２２年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）専決処

分承認について 

  動議第 １号  懲罰動議について 
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                                                         開会 午前９時３０分 

○事務局長（宇野 充君） 

 本臨時会は、一般選挙後初めての議会であります。議長が選挙されるまでの間、地方自治法第

１０７条の規定により、出席議員の中で年長の議員が、臨時に議長の職務を行うことになってお

ります。 

 出席議員の中で、村島議員が年長の議員でありますので、ご紹介いたします。 

 村島議員、議長席へお願いいたします。 

 

○臨時議長（村島健二君） 

 ただいま紹介されました、村島でございます。地方自治法第１０７条の規定により、議長選挙

が終わるまでの間、臨時議長の職務を行います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

●開会・開議宣告 

○臨時議長（村島健二君） 

ただいまから、平成２３年 第４回清里町議会臨時会を開会します。 

 ただちに本日の会議を開きます。  

 

●日程第１ 仮議席の指定 

○臨時議長（村島健二君） 

 日程第１ 仮議席の指定を行います。仮議席は、ただいまご着席の議席を指定いたします。 

 

●日程第２ 会議録署名議員の指名 

○臨時議長（村島健二君） 

 日程第２ 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、臨時議長において、３番 勝又武司君、４番 加藤健次君を指名いたします。 

 

●日程第３ 選挙第 １号 

○臨時議長（村島健二君） 

 日程第３ 選挙第１号 議長選挙を行います。 

 選挙の方法について、投票、氏名推選のいずれの方法とするか、お諮りします。 

（「投票」との声あり） 

○臨時議長（村島健二君） 

 ただいま、投票により行われたいとの発言がありましたので、選挙は投票で行います。 

 議場の出入り口を閉めます。 

 

○臨時議長（村島健二君） 

 ただいまの出席議員数は９名です。 

 次に、立会人を指名いたします。 

 会議規則第３２条第２項の規定により立会人に、３番 勝又武司君、４番加藤健次君を指名い

たします。 



 4

 

○臨時議長（村島健二君） 

 投票用紙を配ります。 

 

○臨時議長（村島健二君） 

 投票用紙の配付もれは、ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○臨時議長（村島健二君） 

 配付もれなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

 

○臨時議長（村島健二君） 

 異常なしと認めます。 

 念のため申し上げます。投票は、単記無記名です。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点

呼に応じて順次投票願います。 

 点呼を命じます。事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票願います。 

 

○事務局長（宇野 充君） 

 投票に当たり議席番号と氏名を呼び上げますので、議長席に向かって右側から登壇していただ

いて、順番に投票願います。 

 １番 前中議員、２番 池下議員、３番 勝又議員、４番 加藤議員、５番 畠山議員、６番

澤田議員、７番 田中議員、９番 村尾議員、最後に８番 臨時議長 村島議員、投票お願いし

ます。 

 

○臨時議長（村島健二君） 

 投票もれはありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○臨時議長（村島健二君） 

 投票もれなしと認めます。投票を終わります。 

開票を行います。勝又武司君、加藤健次君、開票の立ち会いをお願いいたします。 

 

○臨時議長（村島健二君） 

 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数９票。これは、先ほどの出席議員数に符合いたしております。そのうち有効投票７票、

無効投票２票です。 

 有効投票のうち、村尾富造君７票。以上です。 

 この選挙の法定得票数は３票です。したがって、村尾富造君が議長に当選されました。 

 

○臨時議長（村島健二君） 

 議場の出入り口を開きます。 
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○臨時議長（村島健二君） 

 ただいま、議長に当選されました村尾富造君が、議場にいらっしゃいます。会議規則第３３条

第２項の規定により、当選の告知をいたします。 

 議長に当選されました村尾富造君から、発言を求められておりますので、これを許します。 

 

○議長当選人（村尾富造君） 

 議長就任にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。ただいまは、議員各位のご支持を賜り、議長

に選出をいただきました。身に余る光栄と存じ上げ、心より厚く御礼を申し上げます。 

さて、３月１１日に発生いたしました東日本大震災におきまして、甚大な被害が多発いたしま

した。その上、津波によって多数の尊い生命が犠牲となられました。亡くなられた方々に対し心

よりご冥福を、被災地の皆さんに対し、お見舞いを申し上げる次第でございます。 

さらに、原子力発電所の放射能被害が大変深刻な状況となってございます。日本国民が力を合

わせ、この災害を乗り越え一日も早い復興をお祈り申し上げるところでございます。 

 さて、本町におきましても少子化、高齢化、過疎化、そして長引く不況による地域経済の低迷

など大変厳しい状況が続いております。安心で安全な活力のある町づくりのために、皆さんの力

をいただきながら、全身全霊を傾けて清里町発展のために働いてまいる決意でございます。どう

ぞ議員の皆さん方、並びに町理事者の皆さん方にもご指導、ご鞭撻のほどを心よりお願い申し上

げまして、甚だ簡単楚辞ではございますが、議長就任のご挨拶といたします。誠にありがとうご

ざいました。 

 

○臨時議長（村島健二君） 

 これで、臨時議長の職務は全部終了しました。ご協力ありがとうございました。 

 村尾富造議長、議長席にお着き願います。 

 暫時休憩いたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 ここで、１０時５分まで休憩いたします。 

休憩 午前 ９時５５分～ 

再開 午前１０時０５分  

 

○議長（村尾富造君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

●日程第１ 会期の決定について 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１ 会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日間と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、会期は、本日１日間と決定しました。 

 

●日程第２ 選挙第２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２ 選挙第２号 副議長選挙を行います。 

 選挙の方法について、投票、指名推選のいずれの方法とするか、お諮りします。 

（「投票」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 ただいま、選挙により行われたいとの発言がありましたので、選挙は投票で行います。 

 議場の出入り口を閉めます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 ただいまの出席議員数は９名です。 

 次に立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に５番 畠山英樹君、

６番 澤田伸幸君を指名いたします。 

 投票用紙を配ります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 投票用紙の配付もれはありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 配付もれなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

 

○議長（村尾富造君） 

 異常なしと認めます。 

 念のため申し上げます。投票は、単記無記名です。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点

呼に応じて順次投票願います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 点呼を命じます。 

 事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票願います。 

 

○事務局長（宇野 充君） 

 それでは、投票にあたり議席番号と氏名を呼び上げますので、議長席に向かい、右側から登壇

していただいて、順番に投票願います。 

 １番 前中議員、２番 池下議員、３番 勝又議員、４番 加藤議員、５番 畠山議員、６番

澤田議員、７番 田中議員、８番 村島議員、最後に村尾議長、投票お願いいたします。 
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○議長（村尾富造君） 

 投票もれはありませんか。 

 （「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 投票もれなしと認めます。投票を終わります。 

 開票を行います。畠山英樹君、澤田伸幸君、開票の立ち会いをお願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数９票。これは、先ほどの出席議員数に符合しております。そのうち、有効投票９票。

有効投票のうち、田中誠君９票、以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は３票です。したがって、田中誠君が副議長に当選されました。 

 議場の出入り口を開きます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 ただいま、副議長に当選されました田中誠君が議場にいらっしゃいます。会議規則第３３条第

２項の規定により、当選の告知をします。 

  

○議長（村尾富造君） 

副議長に当選されました田中誠君から、発言を求められておりますので、これを許します。 

 

○副議長当選人（田中 誠君） 

 ただいま、皆様のご支援を賜り副議長に当選賜り、身に余る光栄と存じます。心から厚く御礼

を申し上げます。ご案内のとおり、私はまだ未熟、浅学非才な者でございますが、皆様方のお力

添えをいただきながら、清里町発展のため、さらには清里町議会のために働いてまいる決意でご

ざいます。どうぞ議員皆様方のご指導ご鞭撻を心からお願い申し上げまして、甚だ簡単ではござ

いますが、一言ご挨拶に代えさせていただきます。ありがとうございました。 

 

●日程第３ 議席の指定 

○議長（村尾富造君） 

 日程第３ 議席の指定を行います。 

 議席は、会議規則第４条第１項の規定により、議長において指定します。 

 議席番号と氏名を事務局長に朗読させます。 

 

○事務局長（宇野 充君） 

 議席の指定につきましては、議会運営基準により議長は最終番、したがって９番、副議長は最

終２番、したがって８番、他の議員さんは当選回数の少ない年齢の若い順より１番から順次指定

することになっております。 

 ただいまから、議席番号、氏名を申し上げます。１番 前中議員、２番 池下議員、３番 勝

又議員、４番 加藤議員、５番 畠山議員、６番 澤田議員、７番 村島議員、８番 田中議員、



 8

９番 村尾議員以上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 ただいま朗読したとおり、議席を指定します。 

 ここで暫時休憩します。休憩中に、ただいま指定の議席にお着き願います。 

 

●日程第４ 選任第１号 

○議長（村尾富造君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第４ 選任第１号 常任委員会委員の選任を行います。 

 常任委員会委員の選任につきましては、委員会条例第７条第１項の規定により、議長が会議に

諮って指名することになっております。 

 お諮りします。常任委員会委員の選任については、議長が指名する選考委員をもって選考し、

議長が指名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、常任委員会委員の選任については、議長が指名する選考委員をもって選考し、議

長が指名することに決定しました。 

 選考委員は議長において３名とし、田中誠君、澤田伸幸君、勝又武司君を指名いたします。 

選考が終わるまで、暫時休憩します。 

 

○議長（村尾富造君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 事務局長より、常任委員会所属の氏名を申し上げます。事務局長。 

 

○事務局長（宇野 充君） 

 常任委員会所属氏名を申し上げます。 

 総務文教常任委員会、定数は７名でございます。前中議員、池下議員、勝又議員、加藤議員、

畠山議員、澤田議員、田中議員。 

 産業福祉常任委員会、定数は８名でございます。前中議員、池下議員、勝又議員、加藤議員、

澤田議員、村島議員、田中議員、村尾議員。以上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 ただいま事務局長から申し上げたとおり指名することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名しましたとおり、常任委員会委員に選任することに決定しました。 

 ここで暫時休憩いたします。 
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 休憩中に各常任委員会を開催し、常任委員長、副委員長の互選をお願いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 休憩中に各常任委員会において、委員長、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。 

 総務文教常任委員会 委員長に畠山英樹君、副委員長に勝又武司君。 

 産業福祉常任委員会 委員長に村島健二君、副委員長に澤田伸幸君。 

 以上のとおりに互選された旨、報告がありました。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

（議長退席） 

○事務局長（宇野 充君） 

 ここで、議長が除斥となりますので、副議長が代わって議事を進行していただくことになりま

す。議長席の方へお願いいたします。 

 

○副議長（田中 誠君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 お諮りいたします。ただいま、産業福祉常任委員に選任されました議長から、常任委員を辞任

したいと旨の申し出がありました。議長はその職務上、どの委員会にも出席する権限を有してい

るほか、可否同数の際における採決権など議長固有の権限を考慮するとき、一個の委員会に委員

として所属することは適当でないし、また、行政実例でも議長については辞任を認めているとこ

ろでもありますので、議会運営基準に基づき辞任いたしたいとするものであります。辞任するこ

とについて、許可することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○副議長（田中 誠君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議長の産業福祉常任委員の辞任については、許可することに決定しました。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

（議長着席） 

●日程第５ 選任第２号 

○議長（村尾富造君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第５ 選任第２号 議会運営委員会委員の選任を行います。  

 議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規定により、議長が会議に

諮って指名することになっております。 

 お諮りします。 

 議会運営委員会委員の選任については、議長が指名する選考委員をもって選考し、議長が指名

する選考委員をもって選考し、議長が指名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） 



 10

 異議なしと認めます。 

 したがって、議会運営委員会委員の選任については、議長が指名する選考委員をもって選考し、

議長が指名することに決定いたしました。 

 選考委員は、議長において３名とし、田中誠君、澤田伸幸君、勝又武司君を指名いたします。

選考が終わるまで、暫時休憩いたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 事務局長により議会運営委員会委員の選考結果を報告させます。事務局長。 

 

○事務局長（宇野 充君） 

 議会運営委員会委員の選考結果を申し上げます。定数は４名です。澤田議員、加藤議員、畠山

議員、村島議員。以上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 ただいま、事務局長から申し上げたとおり指名することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名しましたとおり、議会運営委員会委員に選任することに決定いたし

ました。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 休憩中に議会運営委員会を開催し、正副委員長の互選をお願いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 休憩中に委員長、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。 

 議会運営委員会 委員長に澤田伸幸君、副委員長に加藤健次君。 

以上のとおり互選された旨、報告がありました。 

 

●日程第６～日程第７ 選挙第３号～選挙第４号 

○議長（村尾富造君） 

 ここで、議事の都合上、日程第６ 選挙第３号 斜里郡３町終末処理事業組合議会議員の選挙

についてから、日程第７ 選挙第４号 斜里地区消防組合議会議員の選挙についてまで、都合２

件を一括して選挙を行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法は、議会先例により指名推選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。 
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 したがって、選挙の方法は指名推選によることに決定しました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 お諮りします。 

 指名推選の方法は、議長が指名する選考委員をもって選考し、議長が指名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、指名推選の方法は、議長が指名する選考委員をもって選考し、議長が指名するこ

とに決定いたしました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 選考委員は、議長において３名とし、田中誠君、澤田伸幸君、勝又武司君を指名いたします。

選考が終わるまで、暫時休憩いたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 選挙第３号 斜里郡３町終末処理事業組合議会議員の指名をいたします。村島健二君、池下昇

君、前中康男君。以上のとおりです。 

 お諮りします。 

 ただいま議長が指名しました３名の方を当選人とすることに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名しました、村島健二君、池下昇君、前中康男君が斜里郡３町終末処

理事業組合議会議員に当選されました。 

 ただいま当選されました方々が、議場におられますので、会議規則第３３条第２項の規定によ

り、告知いたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 続いて、選挙第４号 斜里地区消防組合議会議員の指名をいたします。村尾富造君、加藤健次

君、勝又武司君。以上のとおりです。 

 お諮りします。 

 ただいま、議長が指名しました３名の方を当選人とすることに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名しました村尾富造君、加藤健次君、勝又武司君が斜里地区消防組合

議会議員に当選されました。 
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 ただいま当選されました方々が、議場におられますので、会議規則第３３条第２項の規定によ

り、告知いたします。 

 

●日程第８ 発議第１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第８ 発議第１号 特別委員会の設置についてを議題とします。 

 議会広報発行にあたり、編集と調査のため議会先例により、定数４名をもって構成する議会広

報特別委員会を設置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、定数４名をもって構成する 議会広報特別委員会を設置することに決定しました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 お諮りします。 

 委員の選任については、議長が指名する選考委員をもって選考し、議長が指名したいと思いま

すが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議長が指名する選考委員をもって選考し、議長が指名することに決定しました。 

 選考委員は、議長において３名とし、田中誠君、澤田伸幸君、勝又武司君を指名いたします。

選考が終わるまで、暫時休憩いたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 議会広報特別委員会委員に澤田伸幸君、畠山英樹君、池下昇君、前中康男君を指名したいと思

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、ただいま指名いたしましたとおり、議会広報特別委員会委員に選任することに決

定しました。 

 お諮りします。 

 本特別委員会については、設置の目的が終了するまで、閉会中の継続調査に付したいと思いま

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、本特別委員会については、設置の目的が終了するまで、閉会中の継続調査とする
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ことに決定しました。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

 休憩中に委員会を開催し、正副委員長の互選をお願いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 休憩中に、議会広報特別委員会が開催され、委員長、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。 

 議会広報特別委員会、委員長に池下昇君、副委員長に前中康男君。 

以上のとおり互選された旨、報告がありました。 

 

●日程第９ 発議第２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第９ 発議第２号 議会運営委員会議会閉会中の継続調査についてを議題とします。 

 本件については、すでに議会運営委員会で検討されている事項であり、委員長から申し出のと

おり、閉会中の継続調査に付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、本件については委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決

定しました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 ここで議事の都合上、午後１時まで休憩いたします。 

休憩 午前１１時４６分～ 

再開 午後 １時０５分  

 

○事務局長（宇野 充君） 

 ここで、議長より就任のご挨拶を申し上げます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 議長就任にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。午前中の初議会におきまして、議員各位のご

支持に賜り、議長に選出をいただきました。身に余る光栄と存じ上げ心より御礼を申し上げたと

ころでございます。 

 さて、３月１１日に発生いたしました東日本大震災では甚大な被害が多発した上、津波によっ

て多数の尊い生命が犠牲となられました。亡くなられた方々のご冥福と、被害地の皆さんにお見

舞いを申し上げます。 

 さらに原子力発電所の放射能被害が大変深刻な状況となっております。日本国民が力を合わせ

て、この災害を乗り越えて、１日も早い復興をお祈り申し上げる次第でございます。 

 さて、本町におきましては、少子化、高齢化、過疎化そして長引く不況による地域経済の低迷
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により、大変厳しい状況が続いております。安心で安全な活力ある町づくりのために、皆さんの

お力添えをいただきながら、全身全霊を傾けて清里町の発展のために働いてまいる決意でござい

ます。どうぞ、議員の皆さん方並びに町理事者の皆さん方のご指導、ご鞭撻を心よりお願い申し

上げまして、甚だ簡単楚辞ではございますが、議長就任のご挨拶といたします。誠にありがとう

ございました。 

 

○事務局長（宇野 充君） 

 続きまして、副議長よりご挨拶をいただきます。 

 

○副議長（田中 誠君） 

 一言、ご挨拶を申し上げます。皆様方のご支援を賜る副議長に就任を賜りまして、身に余る光

栄と存じます。心から厚く御礼を申し上げます。ご案内のとおり、私はまだ未熟、浅学非才な者

でございますが、皆様方のお力添えをいただきながら、清里町発展のため、さらには清里町議会

のために働いてまいる決意でございます。どうぞ議員皆様方のご指導、ご鞭撻を心からお願い申

し上げまして、甚だ簡単ではございますが、一言ご挨拶に代えさせていただきます。ありがとう

ございました。 

 

○事務局長（宇野 充君） 

 次に、町長よりご挨拶をいただきます。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいま、ご配慮いただきましたので、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。 

 議員の皆さんにおかれましては、この度の町議会議員の選挙におきましては、町民の皆さんの

負託に応えられ、見事に当選されましたことに対しまして、心より敬意を表しますとともに、お

祝いを申し上げたいと存じます。また、先ほど行われました議長選挙におきましては、村尾議長

が、そして副議長選挙におきましては、田中副議長がそれぞれご当選をされましたこと、誠にお

めでとうございます。心よりお祝いを申し上げます。正副議長並びに議会議員の皆さんには、町

づくりに関する諸般の案件や、諸要請活動、行事など、今後いろいろな面でお世話になることが

多くなりますが、どうぞよろしくお願いを申し上げたいと存じます。 

 また、私事で恐縮でありますが、私もこの度の選挙におきまして、町民の皆さんのご支持、ご

支援をいただき、町政を担当させていただくことになりました。もとより浅学非才の身でありま

すが、私がこの選挙のスローガンとして掲げてまいりました、「みんなで創る明日のふるさと」、

「住民参加と協働・共創のまちづくり」、この理念を基本としながら誠心誠意、努力してまいる

所存でございますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。平成２３年度は、町民の皆さん

の手により策定、ご答申をいただきました第５次総合計画、いわゆる１０ヵ年計画のスタートの

年でございます。その基本方針にも掲げられております、自助・共助・公助の補完性の原則と、

協働・共生・共創のまちづくり、そして地域創造力、地域教育力、地域生活力の３つの地域力を

基本としながら、私が公約として掲げております２つのまちづくりの基本方針との整合性を図り、

かつ先人の先輩の皆さんが心血を注いで築き上げて来られました、この清里町の輝かしい発展の

歴史とその英知をしっかりと受け継ぎ、さらに発展をさせ将来にわたって住み続けたい、そして
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住んでいて本当に良かったと実感のできる、そうした「ふるさと清里町」を築いていかなければ

ならないものと、ここに決意を新たにしているところでございます。つきましては、こうしたま

ちづくりを進めていくための、新たな町政の執行方針と政策予算を提案させていただくことにな

ります６月定例議会には、新しい執行体制で臨んでまいりたいと考えておりますので、本議会に

て提案を予定させていただいております人事案件につきまして、格別なるご高配を賜りますよう、

よろしくお願いを申し上げます。議会と行政とはよく「車の両輪の如く」という言葉があります

が、文字どおり両輪が相整ってこそ、町民の皆さんに喜んでいただけるまちづくりを進めていけ

るものと、そういうふうに認識をいたしております。急がず、慌てず、こうした車の両輪の如く

しっかりと連携を図りながら、一歩ずつ着実に進めてまいる所存でございますので、議員各位の

ご理解とご支援、ご協力を賜りますよう、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

 最後になりましたが、清里町の限りない発展と町民皆さんのご多幸、そして改めてご当選をさ

れました議員各位に心よりお祝いを申し上げますとともに、益々のご活躍をご祈念申し上げ、私

の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 ここで私の方から、執行機関の代表者をご紹介させていただきます。 

 教育委員長 二俣勝さん、代表監査委員 篠田恵介さん、農業委員会長 成戸昌道さん、選挙

管理委員長 若松明さん。 

 続いて、理事者側より説明職員の自己紹介をお願いいたします。 

 （説明職員の自己紹介） 

 

○議長（村尾富造君） 

 続きまして、執行機関の皆さんに議員の紹介をいたします。 

 １番 前中康男君、２番 池下昇君、３番 勝又武司君、４番 加藤健次君、５番 畠山英樹

君、６番 澤田伸幸君、７番 村島健二君、８番 副議長 田中誠君。以上であります。 

 

●日程第１０ 議長諸般の報告 

○議長（村尾富造君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第１０ 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（宇野 充君） 

 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）その他の会

議・行事等への出席状況につきまして、記載されている町内の会議・行事に議長及び関係議員が

出席をいたしております。 

 ２点目、例月現金出納検査の結果についてであります。平成２３年３月分、別紙２ページのと

おり検査結果が提出されております。いずれも適正であるとの報告であります。 

 ３点目、平成２３年第４回清里町議会臨時会説明員等の報告についてでありますが、別紙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。 
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 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１１ 同意第２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１１ 同意第２号 清里町監査委員の選任についてを議題とします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤議員は、地方自治法第１１７条の規定により、除斥の対象となりますので、退席を願いま

す。 

（加藤議員退席） 

○議長（村尾富造君） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいま上程されました、同意第２号 清里町監査委員の選任につきまして、提案理由のご説

明を申し上げます。議会議員の中から選任されておりました監査委員が任期満了となりましたの

で、加藤健次氏を選任いたしたく、地方自治法第１９６条第１項の規定により、議会の同意を求

めるものでございます。加藤健次氏は羽衣町４２番地にお住まいであり、昭和２７年１１月９日

生まれであります。満場でのご同意を得られますよう、よろしくお願い申し上げます。以上で提

案理由の説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 本件については、議会先例により討論を省略します。 

 これから、同意第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、原案のとおり同意することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、同意第２号 清里町監査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。 

（加藤議員着席） 

●日程第１２ 同意第３号 

○議長（村尾富造君） 
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 日程第１２ 同意第３号 清里町副町長の選任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。町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいま上程されました、同意第３号 清里町副町長の選任につきまして、提案理由のご説明

を申し上げます。本件につきましては、宇野充氏を副町長に選任いたしたく、地方自治法第１６

２条の規定により議会の同意を求めるものでございます。宇野充氏は、羽衣町４９番地、新町に

在住でございまして、昭和２７年９月３日生まれの満５８歳でございます。履歴事項につきまし

ては、次のページに添付されておりますので、ご参照いただきたいと存じます。議員皆さんの満

場でのご同意を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。以上で提案理由の説明を終わり

ます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 本件については、議会先例により討論を省略します。 

 これから、同意第３号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案どおり同意することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、同意第３号 清里町副町長の選任については、原案のとおり同意することに決定

しました。 

 ここで、副町長に選任されました宇野充君より、挨拶の申し出がありますので、これを許しま

す。 

 

○副町長（宇野充君） 

 本会議中の貴重なお時間ではございますが、議長のご配慮をいただきましたので、一言お礼の

ご挨拶を申し上げます。 

 先ほどは、櫛引町長よりご提案いただきました、副町長の選任議案につきまして、満場のご同

意を賜りまして、大変光栄であるとともに、身の引き締まる思いでいっぱいでございます。「み

んなで創る明日のふるさと、まちに活力とにぎわいを」を掲げまして、５月より新しくスタート

いたしました櫛引町政の女房役として、もとより微力ではありますが、でき得る限りの力で誠心

誠意に努力してまいる所存でございます。 

 議会事務局長として、また監査事務局長として７ヶ月と短い期間でございましたけれども、そ

の間、議員の皆様、監査委員の皆様には大変お世話になり、この場を借りまして、お礼を申し上

げる次第であります。今後とも、これまで以上のご指導とご鞭撻をいただければ幸いと存じます。 

 結びに、議会議員各位、行政委員の皆様のご健勝、益々のご活躍、そして本町の限りない発展
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を心からご祈念申し上げまして、お礼の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、副町長の挨拶を終わります。 

 

●日程第１３ 承認第１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１３ 承認第１号 平成２２年度清里町一般会計補正予算（第９号）専決処分承認につ

いてを議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（古谷一夫君） 

 ただいま上程されました、承認第１号 平成２２年度清里町一般会計補正予算（第９号）専決

処分承認についてご説明申し上げます。本件につきましては、地方自治法の定めに基づき専決処

分をいたしましたので、議会に報告し、その承認を求めるものでございます。議案書を１枚お開

きいただきたいと存じます。今回、専決処分いたしましたのは、記載のとおり、平成２２年度清

里町一般会計補正予算（第９号）であり、３月３１日付けをもって専決処分させていただきまし

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

れぞれ８,９２８万６千円を追加し、予算の総額を４８億１,６９７万６千円とするものでございま

す。第１条第２項につきましては、後ほど、事項別明細書によりご説明申し上げますが、主な補

正の内容につきましては、歳入の内、地方譲与税、地方交付税、国庫支出金等が確定するととも

に、歳出におきましては国民健康保険事業特別会計はじめ、３特別会計への繰出金等の確定を行

い、併せて総体的な財源調整処理を行うものでございます。なお、今回の補正により生じました

剰余額につきましては、基金積立金の積み増しを行ってまいります。第２条の繰越明許費につい

ては議案を４枚お開きいただきたいと存じます。第２表の横表、繰越明許費でございますが、１．

追加として、地方自治法の規定により、翌年度、平成２３年度に繰り越して使用することができ

る経費は、２款総務費の地域活性化交付金事業２,５０７万４千円、７款土木費・道路新設改良事

業３,６１５万円とするものでございます。それでは別冊の事項別明細書により説明を行いますの

で、平成２２年度補正予算に関する説明書の一般会計歳入歳出予算事項別明細書の１ページをお

開きいただきたいと存じます。歳入からご説明申し上げます。歳入は、総括表によりご説明いた

します。２款地方譲与税から１４款道支出金につきましては、すべて交付額の確定に伴う補正と

なっております。なお、９款地方交付税４,６０５万１千円の増額補正は、特別交付税の確定によ

る補正となっております。また、１３款国庫支出金４３４万６千円の増額補正につきましては、

住民生活に光を注ぐ交付金及び参議院議員選挙委託金の確定が主な要因となってございます。１

５款財産収入６５７万円の増額につきましては、定住団地用地の売払いによるもので、平成２２

年度をもって完売となってございます。１６款基金繰入金３００万円の減額は、先に補正をいた

だきました東日本大震災に係る義援金について、一般財源への振替えを行うことによる調整とな

ってございます。１８款諸収入３１０万円の増額につきましては、介護報酬収入の超過歳入及び

雑入となってございます。２０款寄附金２６０万円の補正につきましては、江南にお住まいの樫

村勇氏からの観光振興に対するご寄附並びに、水元町にお住まいの森崎正章氏からの町振興に対
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するご寄附を補正させていただくものでございます。それでは、引き続き、歳出についてご説明

申し上げますので、９ページをご覧いただきたいと存じます。総務費・１項給与費につきまして

は財源調整を行うものでございます。同じく２項総務管理費・１目一般管理費につきましても財

源調整であり、震災義援金の財源として基金繰入金を一般財源に振替えます。２目財産管理費１

億４２３万６千円の補正につきましては、財政調整基金に財源調整による一般財源剰余分９,０８

６万６千円、土地開発基金に６５７万円、減債基金積立金に６８０万円を積立てるものでござい

ます。特定財源のその他１,６１７万円につきましては、老人保健施設委託料減額及び介護報酬収

入の超過分と寄附金、土地売払い収入及び雑入となっております。なお、補正後の平成２２年度

末基金の総額は、北海道備荒資金組合積立金を含み約３３億円となり、前年度末基金残高に比較

し、約４億５,７００万円の増となってございます。３項開発促進費・１目企画振興費１７７万６

千円の減額につきましては、第５次総合計画書の印刷費の請負残額の減額を行うものでございま

す。１０ページをご覧いただきたいと存じます。６項選挙費・２目参議院議員選挙費につきまし

ては、国庫委託金の確定に伴う財源の振替えとなってございます。９項地域振興費・１目地域振

興対策費及び３目地域活性化交付金事業費につきましても、環境対策車購入助成金並びに住民生

活に光を注ぐ交付金の確定による財源振替えを行うものでございます。３款民生費・１項社会福

祉費・３目福祉サービス事業費も財源振替となっており、４目老人福祉費５１６万４千円の減額

につきましては、年度末実績により１３節の老人保健施設きよさと運営業務委託料を４００万円

減額するとともに、２８節繰出金につきましても、介護保険事業特別会計繰出金１１６万４千円

の減額を行うものですが、いずれも年度末実績清算による措置となってございます。なお、特定

財源その他４００万円の減額は介護報酬収入となります。６目国民年金事務費は、国庫委託金の

確定による財源振替措置となっております。１１ページ、２項児童福祉費・１目児童母子福祉費

１９万５千円の増額は、斜里地域子ども通園センター運営費負担金確定に伴う補正となっており

ます。衛生費・１項保健衛生費・１目保健衛生総務費は財源の振替えとなっており、２目予防費

４５０万８千円の減額は、予防接種業務委託料及び扶助費の年度実績により、不用額の減額を行

うものでございます。なお、財源につきましては国庫交付金について、１目との振替えによる財

源充当調整を行っております。３目各種医療対策費１６２万４千円の減額につきましては、２８

節繰出金においては国保並びに後期高齢者医療特別会計繰出金について年度末実績により所要の

減額補正を行うものでございます。１２ページをご覧いただきたいと存じます。５款農林水産業

費・１項農業費・２目農業振興費５万円の減額は農地情報化事業補助の不用額を、７款土木費・

１項道路橋梁費・２目道路新設改良費１５４万３千円及び２目住宅建設費４８万円の減額は、い

ずれも工事請負残額の減額措置となっております。９款教育費につきましては、いずれも財源の

振替措置を行うものでございます。以上、提案理由の説明といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し、採決することにご異議ありませんか。 
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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、承認第１号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、承認第１号 平成２２年度清里町一般会計補正予算（第９号）専決処分承認につ

いては、承認することに決定しました。 

 

●日程第１４ 承認第２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１４ 承認第２号 平成２２年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）専決

処分承認についてを議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（柏木繁延君） 

ただいま上程されました、承認第２号 平成２２年度清里町介護保険事業特別会計補正予算

（第３号）専決処分承認について、提案理由の説明を申し上げます。本件につきましては、地方

自治法の規定により専決処分をいたしましたので、議会に報告し、承認を求めるものであります。

次のページをお開きください。今回 専決処分をいたしましたのは、平成２２年度清里町介護保険

事業特別会計補正予算（第３号）であり、平成２３年３月３１日付けをもって専決処分をさせて

いただきました。次のページをお開きください。今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、

歳入歳出それぞれ２５万円を減額し、予算の総額を４億３,６４８万円とするものであります。第

２項につきましては、後ほど、事項別明細書により説明いたします。今回の補正は、平成２２年

度分の保険給付費などの確定に伴い、一般会計繰入金の予算調整及び歳出の確定による保険給付

費の増額、不用額の減額を行うものであります。別冊の補正予算に関する説明書の一般会計の次、

中ほどの薄茶色の介護保険事業特別会計の事項別明細書の歳出から説明を行いますので、５ペー

ジをお開きください。総務費・１項総務管理費・１目一般管理費２３万円の減額は、不用額を減

額するもので、特定財源のその他２０万円は、一般会計繰入金であります。次の１目賦課徴収費

５万１千円の減額につきましても、不用額を整理するものであり、特定財源のその他は、一般会

計繰入金であります。６ページをお開きください。１目介護認定審査会費１８万６千円の減額は、

網走市外３町介護認定審査会負担金の減額で、特定財源のその他は、一般会計繰入金であります。

２目認定調査費２２万８千円の減額につきましては、主治医意見書の作成や認定調査委託の減に

伴い、１２節役務費で１２万５千円、１３節委託料で１０万３千円の減額を行うものであり、特

定財源その他は、一般会計繰入金であります。次の保険給付費・１目居宅介護サービス給付費６

４万７千円の増額は、通所サービス、短期入所などのサービス給付の増によるものであります。

２目施設介護サービス給付費５万３千円の減額は、財源振替に伴う不用額の調整であります。次

の地域支援事業費・１目介護予防事業費１０万９千円の減額は、介護予防事業委託料の不用額を
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減額するものであり、特定財源その他は、一般会計繰入金であります。７ページの基金積立金に

つきましては１万５千円を減額するものであり、公債費・１目利子２万５千円円の減額は、一時

借入れがなかったことによる不用額を減額するものであり、特定財源その他は、一般会計繰入金

であります。次に１ページの総括表にお戻りください。歳入につきましては、６款財産収入と７

款繰入金が特定財源、９款諸収入が一般財源となっております。以上で、提案理由の説明を終わ

ります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し、採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、承認第２号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、承認第２号 平成２２年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）専決

処分承認については、承認することに決定しました。 

 

●日程第１５ 承認第３号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１５ 承認第３号 平成２２年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

専決処分承認についてを議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（島澤栄一君） 

 ただいま上程されました、承認第３号 平成２２年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第４号）専決処分承認について、ご説明申し上げます。本件につきましては、地方自治法の

定めに基づき専決処分をいたしましたので、議会に報告し、その承認を求めるものでございます。

議案書を１枚お開き願います。今回、専決処分いたしましたのは、平成２２年度清里町国民健康

保険事業特別会計補正予算（第４号）であり、３月３１日付けをもちまして 専決処分させていた

だきました。次のページをお開き願います。今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入

歳出それぞれ４７９万５千円を減額し、予算の総額を７億１,９７６万７千円とするものでござい

ます。第１条第２項につきましては、別冊の国民健康保険事業特別会計事項別明細書によりご説
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明申し上げます。今回の歳出の補正は事務費の精算及び保険給付費などの確定に伴う事業費の調

整措置を行うものでございます。また、歳入につきましては、国庫支出金が減額となるため、基

金積立金から８００万円を繰入れ、保険給付費に財源充当を図ってまいります。それでは、歳出

からご説明いたしますので、黄色い仕切りからの事項別明細書６ページをお開き願いたいと思い

ます。１款総務費・１目一般管理費２８万９千円の減額につきましては、事務費を精算するもの

であります。財源内訳の特定財源その他５万７千円の減額につきましては、一般会計繰入金でご

ざいます。次の１目運営協議会費１０万７千円の減額につきましても、事務費を精算するもので、

特定財源その他は一般会計繰入金でございます。次の２款保険給付費・１目一般被保険者療養給

付費は、医療費の減により２３７万５千円の減額をいたします。特定財源６２７万６千円の内訳

といたしましては、基金繰入金が５９４万３千円、一般会計繰入金が３３万３千円になります。

次の２目退職被保険者等療養給付費は、退職者に係る医療費の増加により５２万円の増額補正を

いたします。特定財源その他５２万円の内訳は、基金繰入金が２０５万７千円、療養給付費交付

金が１５３万７千円の減額でございます。次の１目一般被保険者高額療養費は、国庫支出金から

超高額医療費共同事業交付金に、財源振替を行うものであります。次の１目出産育児一時金２１

０万円の減額は、出産件数の減によるもので、特定財源その他１３３万３千円の減額は、一般会

計繰入金でございます。次の８ページをお開き願います。６款介護納付金についても、財源振替

を行うものであります。次の８款保健事業費・１目特定健康診査等事業費１０万９千円の減額は、

事業費の確定に伴う不用額を減額するもので、特定財源その他６千円の減額は、特定健診徴収金

でございます。次の１目疾病予防費１４万９千円の減額につきましても、不用額を減額するもの

であります。次の１１款諸支出金・1 目保険税還付金１８万６千円の減額についても、不用額を

減額するものでございます。歳入につきましては、総括表でご説明いたしますので１ページにお

戻りください。１款国民健康保険税と１１款諸収入の内、雑入５千円が一般財源であり、３款国

庫支出金から９款繰入金までと、諸収入１０万８千円が特定財源になります。以上で、説明を終

わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し、採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、承認第３号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 
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 したがって、承認第３号 平成２２年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

専決処分承認については、承認することに決定しました。 

 

●日程第１６ 承認第４号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１６ 承認第４号 平成２２年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）専

決処分承認についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（島澤栄一君） 

 ただいま上程されました、承認第４号 平成２２年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号）専決処分承認について、ご説明申し上げます。本件につきましては、地方自治法の定

めに基づき専決処分いたしましたので、議会に報告し、その承認を求めるものでございます。次

のページをお開き願います。今回、専決処分いたしましたのは、平成２２年度清里町後期高齢者

医療特別会計補正予算（第３号）であり、３月３１日付けをもちまして、専決処分させていただ

きました。次のページをお開き願います。今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳

出それぞれ７８万９千円を減額し、予算の総額を５,３６２万７千円とするものでございます。第

１条第２項につきましては、後ほど、別冊の後期高齢者医療特別会計事項別明細書によりご説明

申し上げます。今回の補正は、後期高齢者医療保険料及び広域連合納付金などの確定などに伴う

事業費の精算措置を行うものでございます。それでは、歳出からご説明申し上げますので、緑色

の仕切り、事項別明細書の４ページをお開き願いたいと思います。１款総務費・１目一般管理費

の旅費、需用費、委託料合わせまして１１万８千円の減額については、事務費を精算するもので、

特定財源その他１１万７千円の減額は一般会計繰入金でございます。次の１目徴収費の需用費、

役務費合わせまして６万６千円の減額についても、事務費を精算するものでございます。特定財

源その他６万６千円の減額は一般会計繰入金でございます。次の２款後期高齢者医療広域連合納

付金５５万４千円の減額は保険料及び事務費の確定によるもので、特定財源その他２８万６千円

の減額は、一般会計繰入金でございます。次の３款諸支出金５万１千円の減額は、保険料の還付

がなかったことにより減額をするもので、特定財源その他は広域連合還付金でございます。次に

歳入につきましては、総括表でご説明申し上げますので、１ページにお戻りいただきたいと思い

ます。１款後期高齢者医療保険料が一般財源であり、３款特別対策事業交付金、４款繰入金、５

款諸収入が特定財源でございます。以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し、採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
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○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、承認第４号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、承認第４号 平成２２年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）専

決処分承認については、承認することに決定しました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 ここで議事の都合上、２時１５分まで休憩といたします。 

休憩 午後 １時５２分～ 

再開 午後 ２時１５分  

 

○議長（村尾富造君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ただいま、澤田伸幸君他２名から、会議規則第１０９条第１項の規定により、議員村島健二君

に対する懲罰の動議が出されました。 

 お諮りします。 

 本件を日程に追加し、議題とすることに、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。 

 村島健二君に対する懲罰の動議を、日程に追加し、議題とすることに決定しました。 

 

●追加日程第１ 動議第１号  

○議長（村尾富造君） 

村島健二君に対する懲罰の動議を議題といたします。 

村島議員は、地方自治法第１１７条の規定により、除斥の対象となりますので、退席をお願い

いたします。 

（村島議員退席） 

○議長（村尾富造君） 

 内容を事務局長より説明させます。議会事務局長。 

 

○事務局長（宇野 充君） 

 議員村島健二君に対する懲罰動議。次の理由により、議員村島健二君に懲罰を科せれたいので、

地方自治法第１３５条第２項及び会議規則第１０９条第１項の規定により、動議を提出します。

発議者は、澤田伸幸議員、田中誠議員、加藤健次議員となってございます。 

 理由でございます。初議会の臨時議長の職務中にあって、議事進行を妨害し、また個人的な問
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題についても発言し、清里町議会の品位の保持を損なった。よって、村島議員に懲罰を科せれた

い。以上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 お諮りします。 

 懲罰の動議については、その提出とともに委員会条例第６条第１項の規定により、懲罰特別委

員会が設置されましたし、また、会議規則第１１０条の規定により、委員会の付託を省略して議

決することができないこととなっております。 

 本動議を懲罰特別委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

（村島議員着席） 

○議長（村尾富造君） 

 なお、お諮りします。 

 懲罰特別委員会の定数は、委員会条例第６条第２項の規定により、５人となっております。 

 懲罰特別委員に、お手元に配付の名簿のとおりに指名いたしたいと思いますが、これにご異議

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。 

 ただいま、指名しました５人の方を懲罰特別委員に選任することに決定しました。 

 

●閉会・閉議宣告 

○議長（村尾富造君） 

 これで本日の日程は、全部終了しました。 

 会議を閉じます。 

 平成２３年第４回清里町議会臨時会を閉会します。 

 

閉会 午後 ２時２０分 


