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平成２４年第５回清里町議会臨時会会議録（５月８日） 
 
平成２４年第５回清里町議会臨時会は、清里町議会議事堂に招集された。 
 
１．応招議員は次のとおりである。 
    １番  前 中 康 男    ６番  澤 田 伸 幸  
    ２番  池 下   昇    ７番  村 島 健 二 
    ３番  勝 又 武 司    ８番  田 中   誠 
    ４番  加 藤 健 次    ９番  村 尾 富 造 
    ５番  畠 山 英 樹   
   
２．不応招議員は次のとおりである。 

なし 
 

３．出席議員は次のとおりである。 
    出席議員は応招議員に同じである。 
 
４．欠席議員は次のとおりである。 
    なし 
 
５．遅刻議員は次のとおりである。 
    なし 
 
６．早退議員は次のとおりである。 
    なし 
 
７．地方自治法第１２１条の規定により、説明のために会議に出席した者は次のとおりである。 
    町    長   櫛 引  政 明 
    副 町 長   宇 野    充 
    総 務 課 長   島 澤  栄 一 
    町 民 課 長   澤 本  正 弘 
    保健福祉課長   薗 部    充 
    産 業 課 長   斉 藤  敏 美 
    建 設 課 長   古 谷  一 夫 
    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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８．本会議の書記は次のとおりである。 
    事 務 局 長     柏 木  繁 延 
    主    任   鈴 木  由美子 
 
９．本会議の案件は次のとおりである。 
   承認第 １号  緑清荘の備品購入契約締結の専決処分承認 
   承認第 ２号  清里町税条例の一部を改正する条例専決処分承認について 
   承認第 ３号  清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例専決処分承認について 
   承認第 ４号  平成２３年度清里町一般会計補正予算（第８号）専決処分承認について 
   承認第 ５号  平成２３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 ６号  平成２３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 ７号  平成２３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 
   議案第４０号  平成２４年度清里町一般会計補正予算（第１号） 
 
 



 3

                                                        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２４年第５回清里町議会臨時会を開会します。 
 ただちに本日の会議を開きます。  

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

●日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（村尾富造君） 

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

定により、議長において、６番 澤田伸幸君、７番 村島健二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 澤田伸幸君。 
 
○６番（澤田伸幸君） 

 本臨時会の提案件数、議案内容の内容から判断して、本臨時会の会期は本日、１日間とする

ことが適当と思います。 
 以上が、議会運営委員会の結果でありますので、報告いたします。 
 
○議長（村尾富造君） 

 お諮りします。 
 本臨時会の会期は、委員長の報告どおり、本日１日間にしたいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 
（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日１日間と決定しました。 

 

●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（柏木繁延君） 
 議長諸般の報告４点について、ご報告申し上げます。 

 １点目、議員の派遣状況及び会議・行事等の出席報告についてであります。記載の会議・行
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事に議長、副議長、議員が出席しております。 

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

催しております。 

 ３点目、例月現金出納検査の結果についてであります。平成２４年３月分について、３ペー

ジのとおり提出されております。いずれも適正であるとの報告であります。 

 ４点目、平成２４年第５回清里町議会臨時議会説明員等の報告について、４ページのとおり

となっておりますので、ご参照願います。 

 以上で、議長諸般の報告を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで議長諸般の報告を終わります。 

 

●日程第４  町長一般行政報告 

○議長（村尾富造君） 

  日程第４ 町長一般行政報告を行います。町長 櫛引政明君。 
 

○町長（櫛引政明君） 

 町長の一般行政報告を申し上げます。 

 まず、大きな１の主要事業報告についてであります。 

 １点目の平成２４年春の叙勲受章についてでありますが、元清里町長 橋場博氏が４月２９

日付けをもって旭日双光章を授与されております。町民の皆さんとともに、心よりお祝いを申

し上げたいと存じます。 

 続きまして、２点目の火災の発生についてであります。向陽８１番地の農業経営者夏野貴志

氏の所有のＤ型ハウスより、５月１日の午後２時３０分頃に火災が発生をいたしております。

消防車両３台の出動、消火活動により、午後３時５６分に鎮火をいたしたところであります。

出火原因につきましては不明とのことであり、焼失程度でありますが、Ｄ型ハウス２９４平方

メートルが全焼いたしております。 

 続きまして、大きな２の主な会議・行事等の報告の報告であります。 

 札弦センター・第２分団消防庁舎落成記念式典につきましては、３月３０日、新装となりま

した札弦センターで行われております。武部、松木両代議士秘書、高橋道議会議員、日下道議

会議員、村尾町議会議長他各町議会議員をはじめ、町内団体関係者等７８名のご出席をいただ

き、記念式典の後に日本舞踊、民謡等による祝賀行事を開催し、盛会裏のうちに終了をいたし

たところでございます。 

 次に、自治会長会議でございます。４月１９日に町民会館で開催をされております。町から

は、平成２４年度における主な事業等の概要並びに当面する行事や周知事項について、所管課

長よりそれぞれ説明をさせていただき、ご意見、質疑などをいただいたものでございます。 

 次に、交通安全・防犯・青少年育成推進委員会及び交通安全・防犯協会総会についてでござ

います。本件についても４月１９日、町民会館で開催がされております。推進委員７６名のご

出席をいただき、平成２３年度の事業報告及び平成２４年度事業計画などについて、それぞれ

ご審議をいただき、原案どおり承認をいただいたものでございます。また、清里駐在所長より
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平成２３年度における、清里町内の交通事故及び防犯関係の発生状況と対策についてのご講演

をいただき、研鑽を深めたものでございます。 

 以上、申し上げ、町長一般行政報告といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

  質疑なしと認めます。 

 これで町長一般行政報告を終わります。 

 

●日程第５  承認第１号  

○議長（村尾富造君） 
 日程第５ 承認第１号 緑清荘の備品購入契約締結の専決処分承認についてを議題とします。

本件についての、提案理由の説明を求めます。産業課長。 
 
○産業課長（斉藤敏美君） 
 ただ今上程されました、承認第１号 緑清荘の備品購入契約締結の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、専決処分を行いましたので、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ものは、緑清荘の備品購入について、購入金額が議会の議決に附

すべき契約及び財産の取得、または処分に関する条例第３条の規定により、売買契約を締結す

るため、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、専決処分を行ったものでございます。 
 契約の目的は、緑清荘備品購入。契約の方法は、随時契約。契約金額は１,４３３万２,８５

０円。契約の相手方は、清里町羽衣町４３番地 有限会社ジーピーケーです。 
 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、原案のとおり承認することに賛成の方は、起立願います。 
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（賛成者起立） 
○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、承認第１号 緑清荘の備品購入契約締結の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６  承認第２号 
○議長（村尾富造君） 

 日程第６ 承認第２号 清里町税条例の一部を改正する条例専決処分承認についてを議題と

します。 
 本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 
 
○町民課長（澤本正弘君） 
 ただ今上程されました、承認第２号 清里町税条例の一部を改正する条例専決処分承認につ

きまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

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

し、その承認を求めるものであります。議案書を１枚お開きいただきたいと存じます。 

 今回、専決処分いたしましたのは、清里町税条例の一部を改正する条例であり、平成２４年

３月３１日付けをもって、専決処分させていただきました。 

 今回の条例改正は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金の一部を改正する法律等の施

行に伴い、清里町税条例の一部を改正するものでございます。 

 それでは、別冊の審議資料の新旧対照表によりご説明いたしますので、審議資料の３ページ

をお開きください。第３６条の２第１項につきましては、公的年金等に係る所得以外の所得を

有しなかった者で、寡婦控除を受けようとする者の申告義務が不要となったことから、ただし

書中、「寡婦控除額」を削るものでございます。４ページをお開きください。第５４条及び附

則第１０条の２の改正につきましては、地方税法の改正に伴う施行規則条項を改めるものであ

り、第５４条第６項中、「第１０条の２の１１」を「１０条の２の１０」に、附則第１０条の

２第７項中、「附則第７条第９項各号」を「附則第７条第８項各号」に改めるものでございま

す。次のページをご覧ください。同条第８項中、「附則第７条第１０項各号」を「附則第７条

第９項各号」に改めるものでございます。附則第１１条から８ページの附則第１３条につきま

しては、固定資産税の評価に係る改正であります。附則第１１条の見出し中、「平成２１年度

から平成２３年度まで」を「平成２４年度から平成２６年度まで」に、第１項第６号中、「附

則第１８条第７項」を「附則第１８条第６項」に改めるものでございます。附則第１１条の２

の見出しを「平成２５年度又は平成２６年度における土地の価格の特例」に改め、同条第１項

及び第２項中に規定する年度を、それぞれ該当年度に改めるものでございます。６ページをお

開きください。附則第１２条の見出し、同条第１項、第２項及び次のページの第３項中「平成

２１年度から平成２３年度まで」を「平成２４年度から平成２６年度まで」に、第２項中、「住

宅用地又は商業地等」を「商業地等」に改め、「住宅用地にあっては１０分の８、商業用地等

にあっては」を削るものでございます。７ページの附則第１２条第４項を削除し、「第５項」

を「第４項」に改めます。８ページをお開きください。「第６項」を「第５項」とし、前ペー



 7

ジの第４項及び第５項中、「平成２１年度から平成２３年度まで」を「平成２４年度から平成

２６年度まで」に改めるものでございます。８ページの附則第１３条につきましても、見出し

及び条文中の「平成２１年度から平成２３年度まで」を「平成２４年度から平成２６年度まで」

に改めるものでございます。９ページをご覧ください。附則第１５条につきましては、第１項

中、「第６項まで」を「第５項まで」に、「平成２１年度から平成２３年度まで」を「平成２

４年度から平成２６年度まで」に、第２項中、「平成２４年３月３１日」を「平成２７年３月

３１日」に改めるものでございます。１０ページをお開きください。附則第２１条の次に１条

を加え、附則第２１条の２とし、特定移行一般社団法人等が、地方税法附則第４１条第１５項

各号に掲げる固定資産について、同項の規定の適用を受けようとする場合の、申告等について

の定めを設けたものでございます。１号から５号までの説明は省略させていただきます。１１

ページの附則第２２条の次に、「東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の

延長の特例」の定めを１条加え、附則第２２条の２第１項は、東日本大震災により滅失したこ

とのよって、その居住の用に供することができなくなった所得割の納税義務者が、当該家屋の

敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存ずる権利を譲渡した場合、「長期譲渡所得

に係る個人の町民税の課税の特例」等を定めた、附則第１７条、附則１７条の２、附則１７条

の３又は附則第１８条を適用する場合の読み替え規定を定めたものでございます。１２ページ

をお開きください。第２項は、第１項の規定の適用を受けようとする申告書の記載について定

めたものであります。附則第２３条につきましては、見出し中、「適用期限」を「適用期間等」

に、同条中、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」を「震

災特例法」に、「附則第４５条第２項」を「附則第４５条第３項」に改めるものでございます。

１３ページの第２項につきましては、所得割の納税義務者が、前年分の所得税につき震災特例

法の「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額にかかる特例」の規定の適用

を受けた場合、「個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除」を定めた、附則第７条の３、附

則７条の３の２の適用についての読み替え規定を定めたものでございます。附則につきまして

は、施行期日、町民税に関する経過措置及び固定資産税に関する経過措置を定めたものでござ

います。 

 以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

 
○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本件については、討論を省略し採決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。 
 これから、承認第２号について採決します。この採決は起立によって行います。 
 本件について、承認することに賛成の方は、起立願います。 
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（賛成者起立） 
○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、承認第２号 清里町税条例の一部を改正する条例専決処分承認については、承

認することに決定しました。 
 

●日程第７  承認第３号 
○議長（村尾富造君） 

 日程第７ 承認第３号 清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例専決処分承認につ

いてを議題とします。 
 本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 
 
○町民課長（澤本正弘君） 
 ただ今上程されました、承認第３号 清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例専決

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

し、その承認を求めるものでございます。議案書を１枚お開きいただきたいと存じます。 
 今回、専決処分いたしましたのは、清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例であり、

平成２４年３月３１日付けをもって、専決処分させていただきました。 
 今回の条例改正は、地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い、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。 
 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１７

ページをお開き願います。附則第１５項の次に「東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に

係る譲渡期限の延長の特例」の定めを１項加え、第１６項、世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、「東日本大震災に係る被災居住用財産の

敷地に係る譲渡期限の延長の特例」の規定の適用を受ける場合において、「長期及び短期譲渡

所得に係る国民健康保険税の課税の特例」を定めた、附則第５項（附則第６項において準用す

る場合を含む）の規定の適用については、附則第５項中「第３６条」とあるものについて「第

３６条（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第１１条の６第

１項の規定により適用される場合を含む）」に、また「同法」とあるのは「租税特別措置法」

とする読み替え規定を定めるものであり、附則につきましては、施行期日を定めるものでござ

います。 
 以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。 
 

○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 
 お諮りします。 
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 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。 
（「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号についてを採決します。この採決は起立によって行います。 
 本件について、承認することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 
○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、承認第３号 清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例専決処分承認に

ついては、承認することに決定しました。 
 

●日程第８  承認第４号 
○議長（村尾富造君） 

 日程第８ 承認第４号 平成２３年度清里町一般会計補正予算（第８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（島澤栄一君） 
 ただ今上程されました、承認第４号 平成２３年度清里町一般会計補正予算（第８号）専決

処分承認について、提案理由の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記載のとおり、平成２３年度清里町一般会計補正予算（第

８号）であり、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。議案書を１枚お開

き願います。 

 今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出にそれぞれ３億３,６７０万９千円を

追加し、予算の総額を５０億３,２１８万２千円とするものでございます。第１条第２項につき

ましては、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・地方消費税交付金・地方交付税・国庫支出金・町債等が確定する

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をはじめ３特別会計への繰出金の

精算、繰越事業で実施をしております「光岳小学校屋内運動場等改築事業」の財源調整など、

総体的な処理を行うものです。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条の繰越明許費の補正につきましては、議案書

を４枚ほどお開き願います。第２表繰越明許費補正変更は、地方自治法の規定により、翌年度、

平成２４年度に繰り越して使用することができる経費は、２款総務費の行政基幹システム改修

業務委託事業６１５万３千円、９款教育費 光岳小学校屋内運動場等改築事業２億９１５万円

とするものです。第３条の地方債補正につきましては、次のページをお開き願います。第３表

地方債補正変更は、地デジ共聴施設整備事業債から光岳小学校屋内運動場等改築事業債まで、

４事業について記載の限度額及び内容で、２,６７０万円を減額補正するものです。 
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 それでは、事項別明細書により説明いたしますので、平成２３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ページをお開き願います。 

 歳入を総括表でご説明いたします。２款地方譲与税から１４款道支出金までにつきましては、

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３億３,９３２万９千

円の増額補正につきましては、年度末に、特別地方交付税の確定及び過疎債確定による財源保

留分の補正となっております。また、１３款国庫支出金１,３１６万７千円の減額補正につきま

しては、学校施設環境改善交付金などの確定が主な要因となっております。１５款財産収入１

万５千円及び１８款諸収入１９万６千円は減額補正となっております。１９款町債２,６７０万

円の減額につきましては、地デジ共聴施設整備事業他３事業の事業費の確定に伴い、減額を行

うものであります。２０款寄付金は２万円の増額補正を行っております。歳入の補正額合計は

３億３,６７０万９千円となります。 

 次に、歳出についてご説明いたしますので、８ページをご覧ください。２款総務費・２項総

務管理費・２目財産管理費３億７,４５９万６千円の補正につきましては、寄付金を財政調整基

金に２万円、補正により生じました剰余額を減債基金積立金に１億７,４５７万６千円、公共施

設整備基金に２億円を積立てるものでございます。なお、補正後の平成２３年度末の基金の総

額は、北海道備荒資金組合積立金を含んで、約３８億７千万円となります。２目自治振興費３

０５万５千円の減額補正につきましては、地デジ共聴施設事業費確定に係る減額補正と合わせ

て、財源調整を行うものです。３項開発促進費・１目企画振興費につきましては、定住促進団

地整備事業に係る財源振替措置となります。３款民生費・１項社会福祉費・２目障害者自立支

援費３０万３千円の減額につきましては、事業実績により減額補正を行うものでございます。

４目老人福祉費８１万２千円の減額につきましても、年度末実績により、１９節負担金補助及

び交付金の減額、及び２８節介護保険事業特別会計繰出金８０万５千円の減額を行うものでご

ざいます。２項児童福祉費・１目児童母子福祉費につきましては、子ども手当システム改修業

務に係る財源振替措置を行うものでございます。４款衛生費・３目各種医療対策費２,８３５万

９千円の減額につきましては、２８節繰出金において国民健康保険事業特別会計、並びに後期

高齢者医療特別会計繰出金を、年度末実績により所要額の減額補正を行うものでございます。

１０ページをお開き願います。５款農林水産業費・７目農山漁村活性化対策費につきましては、

農山漁村活性化プロジェクト支援事業に係る財源振替措置となります。６款商工費・２目観光

振興費４２万７千円の増額補正は、燃料価格高騰に伴う緑清荘指定管理者委託料の補正となっ

ております。９款教育費・１目学校管理費５７８万５千円の減額につきましては、光岳小学校

屋内運動場等改築工事に係る、１３節委託料及び１５節工事請負費の事業費確定に伴う減額補

正を行うものでございます。 

 以上で、提案理由の説明とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 
 お諮りします。 
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 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。 
（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 これから、承認第４号について採決します。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２３年度清里町一般会計補正予算（第８号）専決処分承認に

ついては、承認することに決定しました。 
 

●日程第９  承認第５号 
○議長（村尾富造君） 

 日程第９ 承認第５号 平成２３年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）専決

処分承認についてを議題とします。 
 本件について、提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 
 
○保健福祉課長（薗部充君） 
 ただ今上程されました、承認第５号 平成２３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２３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２４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、歳入歳出をそれぞれ１００万８千円を減額し、

予算の総額を４億２,４７９万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

別明細書よりご説明いたします。今回の補正は、平成２３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不用額の減額を行うものであります。 
 別冊の補正予算に関する説明書の一般会計の次の中ほどの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ご説明いたします。３ページをお開きいただきたいと思います。１款総

務費・１項総務管理費・１目一般管理費１万３千円の減額は、不用額を減額するもので、特定

財源その他の１万３千円の減額は、一般会計繰入金であります。次の１款総務費・２項賦課徴

収費・１目賦課徴収費３万円の減額につきましても、不用額を調整するものであり、特定財源

その他は一般会計繰入金であります。同じく１款総務費・３項介護認定審査会費・１目介護認

定審査会費１７万１千円の減額、及び２目認定調査費１８万１千円の減額も、不用額の調整で、

特定財源その他は一般会計繰入金でございます。４ページをお開きください。２款保険給付費・

１項介護サービス等諸費・１目居宅介護サービス給付費５５万円の減額も、保険給付の確定に

伴う減額で、特定財源その他の３４万８千円の減額は一般会計繰入金であり、一般財源の２０
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万２千円の減額は介護保険料であります。次の３款地域支援事業費・１項介護予防事業費・１

目介護予防事業費３万８千円の減額も、不用額を減額するものであり、特定財源その他は一般

会計繰入金であります。５款公債費・１項公債費・１目利子２万５千円の減額は、一時借入が

無かったことにより不用となりましたので、減額するものであり、特定財源その他は一般会計

繰入金であります。 
 次に１ページの総括表にお戻りください。歳入につきまして、１款介護保険料は一般財源、

７款繰入金は特定財源となっております。 
 以上で、提案理由の説明を終わります。 
 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 
 本件については、討論を省略し採決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。 
 これから、承認第５号を採決します。この採決は起立によって行います。 
 本件について、承認することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 
○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、承認第５号 平成２３年度清里町介護保険事業会計補正予算（第３号）専決処

分承認については、承認することに決定しました。 
 

●日程第１０  承認第６号 
○議長（村尾富造君） 

 日程第１０ 承認第６号 平成２３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。 
 提案理由の説明を求めます。町民課長。 
 
○町民課長（澤本正弘君） 
 ただ今上程されました 承認第６号 平成２３年度 清里町国民健康保険事業特別会計補正

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

告し、その承認を求めるものでございます。議案書を１枚お開きいただきたいと存じます。 

 今回、専決処分いたしましたのは、平成２３年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第４号）であり、平成２４年３月３１日付けをもちまして、専決処分させていただきました。
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議案書を１枚お開きください。 

 今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ１,０６１万６千円を減額し、

予算の総額を７億５,２４３万９千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、別冊の国民健康保険事業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、保険給付費及び事務費の精算並びに国・道の交付金などの確定に伴う事業費の調整措

置を行ったものでございます。 

 それでは、歳出からご説明いたしますので、事項別明細書の５ページをお開きください。１

款総務費・１項総務管理費・１目一般管理費につきましては、事務費を精算するものであり、

賃金・旅費・需用費・役務費・負担金及び交付金合わせまして、６５万８千円の減額するもの

でございます。財源内訳の特定財源の国道支出金２万３千円の増額は、高齢者医療制度円滑運

営事業交付金、その他２８万１千円の減額は、一般会計繰入金でございます。２項徴税費・1

目賦課徴税費につきましても、事務費を精算するものであり、旅費・需用費・役務費合わせま

して、１万１千円の減額するものであります。６ページをお開きください。３項運営協議会費・

１目運営協議会費９万６千円の減額につきましても、事務費を精算するものであり、特定財源

その他７万８千円の減額は、一般会計繰入金でございます。２款保険給付費・１項療養諸費に

つきましては、医療費の確定に伴い、１目一般被保険者療養給付費を８０６万５千円の減額、

３目一般被保険者療養費１４万円の減額、４目退職被保険者等療養費１０万５千円の減額、５

目審査支払手数料を２万１千円減額するものでございます。１目一般被保険者療養給付費にお

ける財源内訳の特定財源につきましては、国道支出金２,０９３万１千円を増額するものでござ

いまして、内訳は、療養給付費が１,２００万５千円、国・道の財政調整交付金８９２万６千円

であります。その他３,１３８万５千円減額の内訳は、療養給付費交付金等１４２万２千円の増

額と一般会計繰入金２,７８０万７千円、及び国民健康保険事業基金繰入金５００万円の減額で

ございます。４目退職被保険者等療養給付費の特定財源その他１０万５千円の減額は、療養給

付費交付金でございます。７ページの２項高額療養費につきましても、医療費の確定に伴い、

１目一般被保険者高額療養費を６９万４千円の減額、２目退職被保険者等高額療養費を２８万

８千円減額するものでございます。１目一般被保険者高額療養費における特定財源その他１３

万７千円は、高額医療費共同事業交付金及び超高額医療共同事業交付金でございます。２目退

職被保険者等高額療養費の特定財源その他２８万８千円の減額は、療養給付費交付金でござい

ます。４項出産育児一時金・１目出産育児一時金は、財源振替を行うものであり、特定財源そ

の他８万円は、一般会計繰入金の出産育児一時金繰入金でございます。２目支払手数料につき

ましては、事業確定に伴い、１千円の減額するものでございます。５項葬祭諸費・１目葬祭費

につきましても、事業確定により、１０万円減額するものであります。８ページをお開きくだ

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

５千円の減額、２目前期高齢者関係事務費拠出金を２千円減額するものでございます。８款保

健事業費・１目特定健康診査等事業費６万１千円の減額は、事業費の確定に伴い、不用額を減

額するものでございます。２項保健事業費・１目疾病予防費１５万円の減額につきましても、

不用額を減額するものであり、特定財源・国道支出金１５万円の減額は、財政調整交付金でご

ざいます。９ページの１０款公債費・１項一般公債費・１目利子につきましては、一時借入金

が無かったことにより、一時借入金利子１２万４千円を減額するものでございます。１１款諸

支出金・１項償還金及び還付加算金・1 目保険税還付金９万５千円の減額につきましては、不
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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 ご説明申し上げますので、１ページにお戻りください。１款

国民健康保険税が一般財源であり、３款国庫支出金から１１款諸収入までが特定財源でござい

ます。 

 以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

 
○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本件については、討論を省略し採決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。 
 これから、承認第６号を採決します。この採決は起立によって行います。 
 本件について、承認することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 
○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、承認第６号 平成２３年度清里町国民健康保険事業会計補正予算（第４号）専

決処分承認については、承認することに決定しました。 
 

●日程第１１  承認第７号 
○議長（村尾富造君） 

 日程第１１ 承認第７号 平成２３年度清里町後期高齢者医療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。 
 提案理由の説明を求めます。町民課長。 
 
○町民課長（澤本正弘君） 
 ただ今上程されました、承認第７号 平成２３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、提案理由のご説明を申し上げます。 

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

告し、その承認を求めるものでございます。議案書を１枚お開きいただきたいと存じます。 

 今回、専決処分いたしましたのは、平成２３年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

３号）であり、平成２４年３月３１日付けをもちまして、専決処分させていただきました。議

案書を１枚お開きください。 

 今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ１６４万５千円を減額し、

予算の総額を５,１８４万８千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
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ど、別冊の後期高齢者医療特別会計事項別明細書により、ご説明申し上げます。今回の補正は、

後期高齢者医療連合納付金及び事務費の確定に伴う精算措置を行ったものでございます。 

 それでは、歳出からご説明いたしますので、事項別明細書の４ページをお開きください。１

款総務費・１項総務管理費・１目一般管理費につきましては、事務費を精算するもので、旅費・

需用費・役務費・委託料合わせまして、２２万５千円を減額するものでございます。特定財源

その他２２万７千円の減額は、市町村特別対策事業交付金３万円の増額と一般会計繰入金２５

万７千円の減額によるものでございます。２項徴収費・1 目徴収費につきましても、事務費を

精算するもので、需用費・役務費合わせまして、４万９千円の減額となり、特定財源その他５

万１千円の減額は、一般会計繰入金でございます。５ページの２款後期高齢者医療広域連合納

付金・１目後期高齢者医療広域連合納付金１３２万円の減額は、保険料負担金及び事務費負担

金の確定によるものであり、特定財源その他２９万１千円の減額は、一般会計繰入金でござい

ます。３款諸支出金・１項償還金及び還付加算金・１目保険料還付金は、保険料還付が無かっ

たことにより、減額するものであり、特定財源その他５万１千円の減額は、広域連合還付金で

ございます。 

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

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

り、３款特別対策事業交付金、４款繰入金、６款諸収入の内、償還金及び還付加算金が特定財

源でございます。 

 以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。 
 
○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本件については、討論を省略し採決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。 
 これから、承認第７号を採決します。この採決は起立によって行います。 
 本件について、承認することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 
○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、承認第７号 平成２３年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

専決処分承認については、承認することに決定しました。 
 

●日程第１２  議案第４０号 
○議長（村尾富造君） 
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 日程第１２ 議案第４０号 平成２４年度清里町一般会計補正予算（第１号）についてを議

題とします。 
 提案理由の説明を求めます。総務課長。 
 
○総務課長（島澤栄一君） 
 ただ今上程されました、議案第４０号 平成２４年度清里町一般会計補正予算（第１号）に

ついて、提案理由のご説明申し上げます。 
 歳入歳出予算の補正、第１条につきましては、別冊の平成２４年度補正予算に関する説明書

により、ご説明申し上げます。 

 今回の補正予算につきましては、従来の「子ども手当」を、「子どものための手当」に改正

する法案が通常国会に提出され、修正の結果、「児童手当」の名称で法案が成立し、平成２４

年４月１日から施行されております。この法案改正により、市町村の歳入歳出の予算科目と、

財源の負担割合が変更されております。 

 今回の補正予算の内容につきましては、事項別明細書の１ページの総括表でご説明申し上げ

ます。 

 歳入につきましては、法改正により、国庫支出金が３０３万４千円減額になり、その分、北

海道が１５１万６千円の負担増、また、町も１５１万８千円負担が増えますので、一般財源で

ある地方交付税で財源充当を行なってまいります。したがいまして、歳入につきましては、９

款地方交付税、１３款国庫支出金、１４款道支出金の補正を行うものであります。 

 歳出につきましては、３ページをご覧ください。３款民生費・１目児童母子福祉費につきま

しては、歳出の額には変更なく、歳入の財源振替を行うものであります。 

 以上で提案理由の説明といたします。 

 
○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本件については、討論を省略し採決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。 
 これから、議案第４０号を採決します。この採決は起立によって行います。 
 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 
○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第４０号 平成２４年度清里町一般会計補正予算（第１号）については、

原案のとおり決定することに決定しました。 
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   ●閉会宣告 
○議長（村尾富造君） 
 これで、本日の会議は全部終了しました。 
 会議を閉じます。 
 平成２４年第５回清里町議会臨時議会を閉会いたします。ご苦労様でした。 
 
                              閉会 午前１０時１７分 
 


