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平成２７年第４回清里町議会臨時会会議録（５月８日） 

 

平成２７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  伊 藤 忠 之    ６番  勝 又 武 司 

    ２番  堀 川 哲 男    ７番  加 藤 健 次 

    ３番  河 口   高    ８番  田 中   誠 

    ４番  前 中 康 男    ９番  村 島 健 二 

    ５番  池 下   昇 

   

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   石 井 幸 二 

           代 表 監 査 委 員   篠 田 恵 介 

           農 業 委 員 会 長   近 藤   博 

           選 挙 管 理 委 員 長   工 藤 特 雄 

           総 務 課 主 幹   本 松 昭 仁 

           町 民 課 長   澤 本 正 弘 

           保 健 福 祉 課 長   薗 部   充 

           産 業 課 長   二 瓶 正 規 

           建 設 課 長   藤 代 弘 輝 

           出 納 室 長   溝 口 富 男 

                     教 育 長   岸 本 幸 雄 

           生 涯 教 育 課 長   伊 藤 浩 幸 
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           監査委員事務局長   小 貫 信 宏 

           農業委員会事務局長   二 瓶 正 規 

           選挙管理委員会事務局長   澤 本 正 弘 

 

８．本会議の書記は次のとおりである。 

           事 務 局 長     小 貫 信 宏 

           主        査   寺 岡 輝 美 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

  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 ３号  清里町監査委員の選任について 

  同意第 ４号  清里町副町長の選任について 

  同意第 ５号  固定資産評価審査委員会委員の選任について 

  同意第 ６号  固定資産評価審査委員会委員の選任について 

  承認第 １号  清里町税条例等の一部を改正する条例専決処分承認について 

  承認第 ２号  清里町国民健康保険税条例等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２６年度清里町一般会計補正予算（第１０号）専決処分承認につい

て 

  承認第 ５号  平成２６年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）専決

処分承認について 
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                                                         開会 午前９時３０分 

○事務局長（小貫信宏君） 

 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２７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１２５条の規定

により、臨時議長において、４番 前中康男君、５番 池下昇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、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） 

○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、４番 前中康男君、５番池下昇君を指名いた

します。 
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○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（小貫信宏君） 

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

いて、順番に投票願います。 

 １番 伊藤議員、２番 堀川議員、３番 河口議員、４番 前中議員、５番 池下議員、６番

勝又議員、７番 加藤議員、８番 田中議員、最後に９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。前中康男君、池下昇君、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9票、

無効投票０票です。 

 有効投票のうち、田中誠君９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、田中誠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、当選の告知をいたします。 

 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。 

 

○議長当選人（田中誠君） 

 一言ご挨拶を申し上げたいと思います。このたびの議長選挙にあたりまして、私が推薦されま

して身に余る光栄と心より御礼を申し上げたいと存じます。また、御案内のとおり私は未熟で浅

学非才ではございますが、清里議会のために全身全霊努力する決意でございます。今後とも皆様

方の御指導、御鞭撻を賜りますようよろしくお願いを申し上げまして、簡単でありますけども、

一言ご挨拶に代えさせていただきます。どうも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。 

 田中誠議長、議長席にお着き願います。 

 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 ９時４７分～ 

再開 午前 ９時５１分  

 

○議長（田中誠君） 

 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（田中誠君） 

 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（田中誠君） 

 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２ 選挙第２号 

○議長（田中誠君） 

 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） 
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○議長（田中誠君） 

 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。 

 

○議長（田中誠君） 

 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６番 勝又武司君、

７番 加藤健次君を指名いたします。 

 投票用紙を配ります。 

 

○議長（田中誠君） 

 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（田中誠君） 

 配付もれなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

 

○議長（田中誠君） 

 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（田中誠君） 

 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（小貫信宏君） 

 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、左側から登壇

していただいて、順番に投票願います。 

 １番 伊藤議員、２番 堀川議員、３番 河口議員、４番 前中議員、５番 池下議員、６番

勝又議員、７番 加藤議員、９番 村島議員、最後に田中議長、投票お願いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 投票もれはありませんか。 

 （「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 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します。 

 

 



 7 

○議長（田中誠君） 

 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、

無効票０票です。有効投票のうち、村島健二君７票、加藤健次君１票、勝又武司君１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、村島健二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（田中誠君） 

 ただいま、副議長に当選されました村島健二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（田中誠君） 

副議長に当選されました村島健二君から、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（村島健二君） 

 一言ご挨拶を申し上げたいと思います。 

この度は副議長選挙につきまして、私はそのような器ではありませんが、議長の補佐をし、議

員各位のご意見に耳を傾け、議会を速やかに進行できるように努力をしてまいりますので、議員

皆様方のご支援、ご協力を賜りますよう心からお願いを申し上げます。また行政側に対しても議

会としていろいろな問題点について要望してまいりたいと考えております。 

甚だ簡単措辞ではありますが、副議長としての挨拶に代えさせていただきます。本日は誠にあ

りがとうございました。 

 

○議長（田中誠君） 

 ここで、暫時休憩いたします。 

休憩 午前10時  4分～ 

再開 午前10時  5分  

 

 

●日程第３ 議席の指定 

○議長（田中誠君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

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（小貫信宏君） 

 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



 8 

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 伊藤議員、２番 堀川議員、３番 河

口議員、４番 前中議員、５番 池下議員、６番 勝又議員、７番 加藤議員、８番 村島議員、

９番 田中議員以上でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 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。 

休憩 午前10時１０分～ 

再開 午前10時１２分  

 

 

●日程第４ 選任第１号 

○議長（田中誠君） 

 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（田中誠君） 

 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、勝又武司君、池下昇君、前中康男君を指名いたします。 

選考が終わるまで、暫時休憩します。 

休憩 午前10時１５分～ 

再開 午前10時１７分  

 

○議長（田中誠君） 

 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（小貫信宏君） 

 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。伊藤議員、堀川議員、河口議員、池下議員、

勝又議員、加藤議員、村島議員。 

 産業福祉常任委員会、定数は８名でございます。伊藤議員、堀川議員、河口議員、前中議員、

池下議員、加藤議員、村島議員、田中議員。以上でございます。 
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○議長（田中誠君） 

 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（田中誠君） 

 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。 

 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。 

 

休憩 午前10時２０分～ 

再開 午前10時３５分  

 

○議長（田中誠君） 

 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 委員長に勝又武司君、副委員長に加藤健次君 

 産業福祉常任委員会 委員長に前中康男君、副委員長に池下昇君。 

 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（小貫信宏君） 

 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（村島健二君） 

 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（村島健二君） 

 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） 
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●日程第５ 選任第２号 

○議長（田中誠君） 

 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（田中誠君） 

 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、勝又武司君、池下昇君、前中康男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。 

休憩 午前10時3９分～ 

再開 午前10時４５分  

 

○議長（田中誠君） 

 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（小貫信宏君） 

 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。加藤議員、勝又議員、池下

議員、前中議員。以上でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 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（田中誠君） 

 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。 

休憩 午前10時４６分～ 

再開 午前10時５２分  
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○議長（田中誠君） 

 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６～日程第７ 選挙第３号～選挙第４号 

○議長（田中誠君） 

 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（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 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（田中誠君） 

 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（田中誠君） 

 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（田中誠君） 

 選考委員は、議長において３名とし、勝又武司君、池下昇君、前中康男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。 

休憩 午前１０時５４分～ 

再開 午前１１時 １分  

 

○議長（田中誠君） 

 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。前中康男君、堀川哲

男君、伊藤忠之君。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。 
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（「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名しました、前中康男君、堀川哲男君、伊藤忠之君が斜里郡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（田中誠君） 

 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。田中誠君、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（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名しました田中誠君、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。 

 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（田中誠君） 

 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（田中誠君） 

 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（田中誠君） 

 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（田中誠君） 

 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。 
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 選考委員は、議長において３名とし、勝又武司君、池下昇君、前中康男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。 

休憩 午前１１時 ４分～ 

再開 午前１１時 ９分  

 

 

 

○議長（田中誠君） 

 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勝又武司君、河口高君、堀川哲男君、伊藤忠之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（田中誠君） 

 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（田中誠君） 

 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

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（田中誠君） 

 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、委員長に河口高君、副委員長に堀川哲男君。 

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（田中誠君） 

 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。 



 14 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 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（田中誠君） 

 ここで議事の都合上、午後１時３０分まで休憩いたします。 

休憩 午前１１時１９分～ 

再開 午後 １時３０分  

 

○事務局長（小貫信宏君） 

 ここで、議長より就任のご挨拶を申し上げます。 

 

○議長（田中誠君） 

 高い席ではございますがお許しをいただきまして、一言ご挨拶を申し上げたいと存じます。た

だいま皆様方の御支援により、議長に選出賜りまして、身に余る光栄に存じます。心から厚く御

礼申し上げる次第でございます。 

ご案内のとおり、私は未熟で浅学非才ではございますが、皆様方のお力添えをいただきながら、

清里町行政そしてまた清里議会発展のために全身全霊で努力する決意でございます。また、今後

皆様方の御指導、御鞭撻をいただきながら、より良いまちづくりに努力をしてまいりたいと思い

ます。ひとつよろしくお願いをしたいと思います。簡単でありますけれども、議長就任のご挨拶

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（小貫信宏君） 

 続きまして、副議長よりご挨拶をいただきます。 

 

○副議長（村島健二君） 

 一言ご挨拶を申し上げたいと存じますが、先ほどの繰り返しになりますけれども、この度の副

議長選挙によりまして、不肖私が副議長という事で任命をされました。そのような器ではありま

せんけれども、議長を補佐し、議員各位の御意見に耳を傾け、議会をスムーズに進行できるよう

に努力をしてまいりたいと考えております。議員皆様方の御支援御協力を心から賜りたいと存じ

ます。 

また行政側につきましては、議会ともいろいろな問題等も多々あろうかとは存じますが、いろ

んな面で要望してまいりたいと考えている次第であります。話すことはまだたくさんございます

けれど誠心誠意、町民のためになる町議会にしてまいりたいとこのように考えております。甚だ

簡単措辞ではありますけれど、ご挨拶に代えさせていただきます。よろしくどうぞお願いいたし

ます。 
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○事務局長（小貫信宏君） 

 次に、町長よりご挨拶をいただきます。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 議会中の貴重な時間ではありますが、議長さんのご配慮をいただきましたので、一言ご挨拶を

申し上げたいというふうに存じます。議員の皆さんにおかれましては、この度の町議会議員選挙

におきまして、町民皆さんの付託に応えられ、見事に当選をされましたことに対しまして、深甚

なる敬意を表するとともに、心よりお祝いを申し上げたいというふうに思います。また先ほど行

われました議長選挙におきましては、田中議長さんが、そして、副議長の選挙におきましては、

村島副議長さん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

を申し上げる次第でございます。正副議長さん並びに議員の皆さんにはまち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りますが、どうぞよろしくお願い

を申し上げる次第であります。 

また私ごとで誠に恐縮でありますが、４４年ぶりに選挙戦となりました。今回の町長選挙にお

きまして、多くの町民の皆さんの御支持ご支援をいただき、２期目の町政を担当させていただく

ことになりました。この選挙でいただきました私への期待と評価にあわせて、相手候補に入りま

した票の重みを真摯に受けとめながら、新たな気持ちで、２期目のまちづくりに向けて全力で取

り組みを進め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たいというふう

に思います。 

平成２７年度は第５次の清里町総合計画のちょうど中間見直しの年でありますし、国が進めて

おります、まち、ひと、しごと地方創生にかかわる総合戦略の策定が求められているところでご

ざいます。総合計画に掲げられております、本町の住民自治の基本であります住民参加と協働共

創のまちづくりを基本としながら、これらの計画の策定を今後進めてまいる所存でもございます。

また、先人や先輩の皆さんが築き上げてこられました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、そうした本当に住んで

いて良かったと実感のできるふるさと清里町の建設のために今の決意を新たにしているところで

もございます。 

つきましては、こうしたまちづくりを進めていく上での執行体制にかかわる人事案件につきま

して、本議会に提案をさせていただく予定となってございますので、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たいというふうに思います。議会と行政とはよく車の両輪のごと

くとありますが、文字どおり両輪が相整ってこそ、町民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確信をしているところでございます。急がず慌てずに、車輪の両輪のごとく、

しっかりと連携を図りながら、一歩ずつ着実に前に進めていく所存でございます。議員各位の深

い御理解と御支援御協力を賜りますよう重ねてよろしくお願いを申し上げる次第でございます。 

最後になりましたが、清里町の限りない発展と町民皆様の御多幸並びに議員各位のますますの

御活躍を祈念申し上げ、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（田中誠君） 

 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 石井幸二さん、代表監査委員 篠田恵介さん、農業委員会長 近藤博さん、選挙
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管理委員長 工藤特雄さん。 

 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（田中誠君） 

 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 伊藤忠之君、２番 堀川哲男君、３番 河口高君、４番 前中康男君、５番 池下昇君、

６番 勝又武司君、７番 加藤健次君、８番 副議長 村島健二君。以上であります。 

 

●日程第１０ 議長諸般の報告 

○議長（田中誠君） 

 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（小貫信宏君） 

 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２７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２７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。 

 以上で、議長諸般の報告を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで、議長諸般の報告を終わります。 

 

●日程第１１ 同意第３号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１１ 同意第３号 清里町監査委員の選任についてを議題とします。 

 

○議長（田中誠君） 

 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（田中誠君） 

 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。 
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○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。なお任期につきましては、法第１９７条により、議員から選出された委員の

任期は、議員の任期によるとされています。加藤健次氏の選任につきまして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（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、同意第３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４号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１２ 同意第４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４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。現副町長の宇野充氏が任期満了となりましたので、引き続き宇野充氏を副町長

に選任いたしたく、地方自治法第１６２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６２

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（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 
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○議長（田中誠君） 

 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（田中誠君） 

 起立多数です。 

 したがって、同意第４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） 

 高い席からまことに恐縮に存じますが、議長のご配慮で発言が認められましたので、本会議の

貴重なお時間を拝借いたしまして、一言ご挨拶を申し上げたいと存じます。ただ今は、副町長選

任につきまして議員各位の御同意を賜りまことに光栄に存じ、心より厚くお礼を申し上げます。

私は去る平成２３年５月に副町長に就任させていただいてから４年間町民の皆様や議員の皆さん

そして職員の皆様に支えられながら何とか進めてまいりました。この場をお借りして、衷心より

感謝を申し上げます。今後も与えられた重責に身を引き締めながらこのたびの選挙を経て再選さ

れました櫛引町長の補佐役として、より一層誠心誠意努力をする決意を新たにしたところでござ

います。現在の地方を取り巻く情勢は依然として厳しい状況が続いておりますが、櫛引町長が目

指す、みんなの力で未来をひらく幸せが実感できるまちづくりのために、清里町民の皆様と一緒

に知恵を出し合い、今まで以上に職員とともに一丸となって邁進してまいりたいと考えておりま

す。どうぞ議員の皆様におかれましては御指導と御鞭撻を賜りますよう切にお願いを申し上げま

して、甚だ簡単ではありますが就任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（田中誠君） 

 これで、副町長の挨拶を終わります。 

 

●日程第１３ 同意 第５号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１３ 同意第５号 固定資産評価審査委員会委員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５号 固定資産評価審査委員会委員の選任について提案理由

の御説明を申し上げます。 

現委員であります鈴木文雄氏が任期満了となりましたので、引き続き同氏を選任いたしたく地



 19 

方税税法第４２３条第３項の規定により議会の同意を求めるものでございます。地方税法第４２

３条第３項は、固定資産評価審査委員会の委員は町税の納税義務があるものまた固定資産につい

て学識経験を有するもののうちから議会の同意を得て、町長が選任するとした規定でございます。

次のページに、履歴などが記載されておりますので、ご参照いただきたいと存じます。なお、任

期につきましては平成２７年５月の８日から平成３０年５月の７日までの３年間でございます。 

鈴木文雄氏の選任につきまして、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、

提案理由の説明とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 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。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから、同意第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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、同意第５号 固定資産評価審査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１４ 同意第６号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１４ 同意第６号 固定資産評価審査委員会委員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６号 固定資産評価審査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。 

現委員であります、矢島はるか氏が任期満了となりましたので、新たに上本郁子氏を選任いた

したく地方税法第４２３条第３項の規定により議会の同意を求めるものでございます。上本郁子

氏は羽衣町２２番地にお住まいで、昭和２９年１月１５日生まれでございます。次のページに履

歴等が記載されておりますので御参照をいただきたいと存じます。なお、任期につきましては平

成２７年５月８日から、平成３０年５月７日までの３年間でございます。 

上本郁子氏の選任につきまして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。以上申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。 
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○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 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。 

 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、同意第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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、同意第６号 固定資産評価審査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１５ 承認第１号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１５ 承認第１号 清里町税条例等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） 

 ただいま上程されました、承認第１号 清里町税条例等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、清里町税条例等の一部を改正する条例であり、平成２７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。今回の条例改正は平成２７年度地方税法

等の改正に伴い、清里町税条例、及び清里町税条例の一部を改正する条例（平成２６年条例第３

号）の一部を改正するものでございます。 

国におきましては現下の経済情勢等を踏まえ、デフレ脱却と経済再生、地方再生への取り組み

経済再生と財政健全化の両立の観点から法人事業税の所得割の税率の引き下げと、外形標準課税

の拡大。地方消費税の税率の引き上げの施行日の変更。地方団体に対する寄付金にかかる個人住

民税の寄附金税額控除の拡充。環境への負荷の少ない自動車を対象とした自動車取得税及び軽自

動車税の特例措置の見直しなどの改正を行ってございます。したがいまして、今回の条例改正は

それぞれ関連する町税条例の条項等の改正を行ってございます。 

それでは別冊の審議資料よりご説明いたしますので、審議資料を御用意いただきたいと思いま
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す。審議資料の２ページから３９ページには新旧対照表により改正箇所をアンダーラインにより

示しておりますが、内容につきましては、１ページの主な要旨によりご説明を申し上げたいと思

います。１ページをご覧になっていただきたいと思います。 

１点目の地方法人課税につきましては、法人住民税均等割の税率適用区分の基準であります資

本金等の額について国税の諸制度の取り扱いを踏まえ、所用の措置を行うものでございます。 

２点目の個人住民税につきましては①として住宅取得等にかかる住宅借入金等特別税額控除

の対象期間を現行の平成２９年１２月３１日までを平成３１年６月３０日まで１年半延長するも

のでございます。②としてふるさと納税関係でございます。個人の住民税から控除する特例控除

額について上限を、町民税の所得割額の２割に相当する金額に拡充するとともに寄附金にかかる

寄附金税額控除の適用を受けようとする場合、個人の町民税に関する申告書を提出することなく、

関係地方団体の連絡調整により寄附金税額控除の適用を受けることができる特例措置が創設され

たものでございます。 

３点目の車体課税につきましては①として、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日ま

でに初回車両番号指定を受けた一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車について、グリーン

化特例を導入するものであり、内容につきましては、下表のとおりでございます。②として平成

２６年法律第４号により平成２７年度分以降の年度分の軽自動車税について適用することとされ

ていた原動機付き自転車、及び二輪車等にかかる税率について、施行日を見直し、その適用開始

時期を１年延期し、平成２８年４月１日とするものでございます。 

４点目の固定資産税等につきましては①として平成２７年度の固定資産税の評価替えに伴い、

土地にかかる固定資産税の負担調整措置を平成２７年から平成２９年度まで現行の仕組みを３年

延長するものでございます。②として新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅にかかる税額の軽

減措置など我が町特例を導入した上で適用期限の延長を行うものでございます。 

５点目の地方たばこ税につきましては旧３級品の紙巻きたばこにかかる特例税率を平成２８

年４月１日から平成３１年４月１日まで段階的に廃止するものでございます。３９ページをご覧

いただきたいと思います。附則につきまして第１条で施行期日。４１ページの第２条で町民税に

関する経過措置。４２ページの第３条で、固定資産税に関する経過措置。４３ページの第４条で

軽自動車税に関する経過措置。４４ページの第５条で、たばこ税に関する経過措置。５４ページ

の第６条で特別土地保有税に関する経過措置。５５ページの第７条で入湯税に関する経過措置を

定めるものでございます。 

以上で、提案理由の説明といたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 
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 これから、承認第１号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

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

案の通り可決されました。 

 

●日程第１６ 承認第２号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１６ 承認第２号 清里町国民健康保険税条例等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。 

 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） 

 ただいま上程されました、承認第２号 清里町国民健康保険税条例等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等の一部を改正する条例であり、

平成２７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。今回の条例改正は平成２

７年度地方税法等の改正に伴い、清里町国民健康保険税条例及び清里町国民健康保険税の一部を

改正する条例（平成２６年条例第４号）の一部を改正するものでございます。それでは別冊の審

議資料よりご説明いたしますので審議資料の５７ページをお開きください。５７ページから５９

ページには新旧対照表により訂正箇所をアンダーラインにより示しておりますが、内容につきま

しては５６ページの主な要旨によりご説明申し上げますので５６ページをご覧になっていただき

たいと存じます。 

１点目の課税額につきまして、保険料の賦課限度額を引き上げるものであり、基礎課税額にか

かる課税限度額を５２万円に後期高齢者支援金等課税額にかかる課税限度額を１７万円に介護納

付金課税額にかかる課税限度額を１６万円に改めるものでございます。 

２点目の国民健康保険税の減額につきましては、低所得者の保険料負担を軽減する措置であり、

軽減判定所得の算定基礎を見直すものでございます。５割軽減の対象となる所得の算定において、

被保険者の数に乗ずべき金額を２６万円に。２割軽減の対象となる所得の算定において、被保険

者の数に乗ずべき金額を４７万円に改めるものでございます。 

３点目の、清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正につきましては租税条

例等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法等の特例等に関する法律の改正に伴い、平成

２６年３月に改正しました国民健康保険税条例の一部を改正する条例の施行期日及び適用区分の

一部を改めるものでございます。５８ページをご覧ください。附則につきましては第１条で施行

期日。第２条で適用区分を定めるものでございます。５９ページから６１ページの附則第３条に

おいて国民健康保険税条例の一部を改正する条例（平成２６年条例第４号）の施行期日及び適用
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区分の一部を改めるものでございます。 

以上で提案理由の説明といたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、承認第２号 清里町国民健康保険税条例等の一部を改正する条例専決処分承認に

ついては、原案の通り可決されました。 

 

●日程第１７ 承認第３号 

○議長（田中誠君） 

  日程第１７ 承認第３号 清里町国民健康保険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思います。 

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

２７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。今回の条例改正は国民健康保

険法の改正に伴い、清里町国民健康保険条例の一部を改正するものでございます。議案書を１枚

お開きください。国民健康法の改正に伴い、引用条を改正するものであり、第７条中、第７２条

の４を第７２条の５に改めるものでございます。附則につきましては、施行期日を定めたもので

あります。以上で、提案理由の説明といたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 
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（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 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（田中誠君） 

 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条例の一部を改正する条例専決処分承認につい

ては、原案の通り可決されました。 

 

●日程第１８ 承認第４号 

○議長（田中誠君） 

  日程第１８ 承認第４号 平成２６年度清里町一般会計補正予算（第１０号）専決処分承認

についてを議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課主幹。 

 

○総務課主幹（本松昭仁君） 

 ただ今上程されました、承認第４号 平成２６年度清里町一般会計補正予算（第１０号）専決

処分承認について、御説明申し上げます。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２６年度清里町一般会計補正予算（第１０

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。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８，５００万円を追加し、

予算の総額を５０億６，８８５万７千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

後ほど事項別明細書により御説明申し上げますが、主な補正の内容につきましては、歳入のうち

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

特別会計への繰出金の確定を行い、合わせて地方創生先行型交付金を初めとする総体的な財源調

整を財源調整処理を行うものでございます。 

第２条の繰越明許費につきましては、議案を３枚お開きください。第２表の横表繰越明許費で

ございますが、追加として地方自治法の規定により、翌年度平成２７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、４項庭園のまちづくり事業費、花と緑の交流のまちづくり事

業８１０万１千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２６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ページをお開きください。 
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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、すべて交付税の確定に伴い、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４，１７９万円の増額補正は、特別交付税の確定による補正とな

っております。１５款財産収入２，０９１万９千円の増額につきましては、立木売払い収入でご

ざいます。１８款諸収入３万４千円の、減額補正につきましては、養育医療にかかる給付実績が

なかったためでございます。２０款寄付金１０万円の増額補正につきましては、羽衣南にお住ま

いの河合静惠様より町振興への御寄付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６ページをご覧ください。２款総務

費、２項総務管理費、２目財産管理費における積立金４，８８９万７千円でございますが、まず

寄附金１０万円につきましては、財政調整基金に積立てをいたします。特定財源のその他２，０

９１万９千円につきましては、規定により間伐分である４９５万８千円を林野基金に、皆伐分で

ある１，５９６万３千円をふるさと基金に、それぞれ積立てるものでございます。また２，７８

７万６千円につきましては、財源調整による一般財源余剰分として、公共施設整備基金に積立て

るものでございます。なお補正後の平成２６年度末の基金の総額は４４億１，６８０万円でござ

います。２款総務費、２項開発促進費、２目土地利用計画費は、歳入歳出に係る端数調整を行う

ものでございます。２款総務費、４項庭園のまちづくり事業費、２目花と緑と交流のまちづくり

事業費８１０万１千円の補正は、国の地方再生先行型交付金７５６万７千円と一般財源５３万４

千円で構成されており、８ページの２款総務費、１０項地域振興費、１目地域振興対策費に連動

いたしますので、あわせてご説明をいたします。 

まず、８ページの地方振興対策費にかかる国道支出金７２８万円の減額につきましては地方再

生先行型交付金の活用可能範囲事業に関しての国からの指示により、先に繰り越し事業で処理さ

せていただいております神の子池外周園路整備事業の交付金を２分の１程度に減額させ、６ペー

ジの花と緑と交流のまちづくり事業に振りかえることとなりましたので、減額相当分と交付金確

定による２８万７千円を増額した７５６万７千円を花緑事業費の国道支出金にある地方創生先行

型交付金として充当するものでございます。８ページ中段をごらんください。３款民生費、１項

社会福祉費、１目社会福祉総務費につきましては高齢者にかかる冬の生活支援事業が北海道の交

付金であります地域づくり総合交付金の確定により財源の振り分けを行うものでございます。４

款衛生費、１目保健衛生費、３目各種医療対策費２，８００万円につきましては養育医療費、扶

助の実績に伴う減額と国民健康保険会計繰出金につきましては、年度末実績により所用の増額補

正を行うものでございます。５款農林水産業費、２項林業費、２目自然保護対策費につきまして

は、エゾシカ対策に係る北海道の交付金であります地域づくり総合交付金の額が確定したことに

よる財源の振りかえでございます。以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 



 26 

 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、承認第４号 平成２６年度清里町一般会計補正予算（第１０号）専決処分承認に

ついては、承認することに決定しました。 

 

●日程第１９ 承認第５号 

○議長（田中誠君） 

  日程第１９ 承認第５号 平成２６年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）

専決処分承認についてを議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 ただいま、上程されました承認第５号 平成２６年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第５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２６年度清里町国民健康保健事業特別会計補正予算（第

５号）であり、平成２７年３月３１日付けをもちまし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１，２４

３万９千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、それぞれ７億５３２万２千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、後ほど別冊の国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算事項

別明細書によりご説明申し上げます。 

今回の補正は、歳出においては、事業の実績及び保健給付費の確定並びに歳入においては国・

道補助金などの確定に伴い、一般会計からの繰入金により財源調整措置を行ったものでございま

す。それでは、歳出よりご説明いたしますので別冊の平成２６年度補正予算に関する説明書の黄

色の国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書の１３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、事業の実績により賃金から１

９節負担金補助及び交付金まで合計６５万円を減額するものでございます。２項徴税費、１目賦

課徴税費につきましても実績により９節旅費から、１２節役務費まで、合計３万３千円減額する

ものでございます。１４ページをお開きください。３項運営協議会費、１目運営協議会費につき

ましても実績により１節報酬費報酬から１１節需用費まで、合計９万９千円を減額するものでご

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、減額措置するも

のでございます。１目一般被保険者療養給付費７９４万２千円、２目退職被保険者等療養給付費

７８万８千円、３目一般被保険者療養費１万円、４目退職被保険者等療養費３万５千円、１５ペ
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ージの５目審査支払手数料９万６千円の減額であり、療養諸費、合わせまして８８７万１千円を

減額するものでございます。２項高額療養費につきましては、国庫支出金の減額に伴い、その他

一般会計繰入金により財源措置するものでございます。３項移送費、１目一般被保険者移送費及

び、２目退職被保険者等移送費につきましては、事業の確定に伴い皆減するものでございます。

１６ページをお開きください。４項出産育児一時金、１目出産育児一時金につきましては、事業

の確定により１５５万８千円の減額、５項葬祭諸費、１目葬祭費２２万円の減額につきましても

事業の確定によるものでございます。３款後期高齢者支援金等、１目後期高齢者支援金につきま

しては、国庫支出金及び道支出金の減額に伴い、その他一般会計繰入金により財源措置するもの

でございます。５款老人保健拠出金につきましては、事業の確定に伴い１目老人保健医療費拠出

金につきましては、皆減。１７ページの２目老人保健事務費拠出金においては６千円減額するも

のであり、老人保健拠出金合わせまして７千円を減額するものでございます。８款保健事業費、

１項特定健康診査等事業費及び２項保健事業費につきましては、事業の実績に伴い、減額するも

のでございます。特定健康診査等事業費につきましては１１節需用費から１３節委託料まで合計

１４万１千円の減額疾病予防費が、７節賃金から１３節委託料まで合計１８万５千円の減額でご

ざいます。１８ページをご覧ください。１０款公債費、１項一般公債費、１目利子につきまして

は、一時借入金が生じなかったことにより一時借入金利子を皆減するものでございます。１１款

諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険税還付金につきましては、実績により２７万７

千円を減額するものであり、過年度還付金が２４万７千円、還付加算金が３万円の減額でござい

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、９ページにお戻りください。１１款

諸収入が一般財源であり、３款国庫支出金から９款繰入金までが特定財源でございます。以上で

提案理由の説明といたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、承認第５号 平成２６年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第５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。 
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●閉会・閉議宣告 

○議長（田中誠君） 

 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２７年第４回清里町議会臨時会を閉会します。 

 

閉会 午後 １時５８分 


