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平成２８年第４回清里町議会臨時会会議録（１１月２９日） 

 

 平成２８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 村 島 健 二 

    ４番 前 中 康 男    ９番 田 中   誠 

    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。 

    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 村 島 健 二 

    ４番 前 中 康 男    ９番 田 中   誠 

    ５番 池 下   昇 

 

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   澤 本  正 弘 

    企 画 政 策 課 長   本 松  昭 仁 

    町 民 課 長   河 合  雄 司 

    産 業 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 学 習 課 長   伊 藤  浩 幸 



2 

    焼 酎 醸 造 所 長   二 瓶  正 規 

 

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。 

   承認第１０号  平成２８年度清里町一般会計補正予算（第５号）専決処分承認について 

   承認第１１号  二十一号橋補修工事に係る契約変更の専決処分承認について 

   議案第４９号  町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

   議案第５０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５１号  清里町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

   議案第５２号  清里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

   議案第５３号  平成２８年度清里町一般会計補正予算（第６号） 

   議案第５４号  平成２８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５５号  平成２８年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第２号） 
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                                                        開会 午前９時３０分 

●開会・開議宣告 

○議長（田中誠君） 

 ただ今の出席議員数は９名です。 

 ただ今から、平成２８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。 

 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（田中誠君） 

 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１２５条の規定

により、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２  会期の決定について 

○議長（田中誠君） 

 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 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 議会運営委員長報告。本臨時会の提案件数、議案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、ご報告い

たします。 

 

○議長（田中誠君） 

 お諮りします。 

 本臨時会の会期は委員長の報告のとおり、本日１日間にしたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」）との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日１日間に決定しました。 

 

●日程第３  議長諸般の報告 

○議長（田中誠君） 

 日程第３ 議長諸般の報告を行います。 

 事務局長に報告させます。議会事務局長。 

  

○議会事務局長（小貫信宏君） 

 議長諸般の報告４点について報告を申し上げます。 

大きな１点目、議員の派遣状況及び会議行事等の出席報告についてであります。１点目、１０
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月１９日、オホーツク圏活性化期成会秋季要望活動が行われ田中議長が総務文教厚生２班として

記載の内容について要請活動を行っております。２点目、１０月２０日北網ブロック議会議員研

修会が美幌町で開催され、8町の議会議員が参加しております。議会運営の課題と議会の活性化

について、北海道町村議会議長会村上事務局長より講演を受けております。３点目、１１月４日、

北網ブロック町議会正副議長会議が置戸町で開催され、村島副議長が出席しております。北見市

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

れております。２ページになります。４点目、１１月５日東京清里会総会が開催され、田中議長

が町関係者とともに出席しております。会員との情報交換及び交流が行われました。5点目、１

１月９日第６０回町村議会議長全国大会が東京で開催され田中議長が出席しております。決議、

特別決議の内容は６ページから１１ページに添付してございます。また記載の要望事項について

関係省庁に要請活動がなされたところであります。３ページになります。６点目、第４１回降雪

地帯町村議会議長全国大会について議長全国大会に引き続き開催され、１２ページにあります事

項が決議され、また記載の要望事項８項目について、関係省庁に要請活動が行われたところであ

ります。６ページになります。７点目１１月８日斜里郡３町議長議会議長による日本赤十字本社

への要請活動を行っております。地域医療の充実に向けた要請を行っております。８点目、１１

月２２日斜里郡３町議会の副議長・常任委員長で構成される斜里郡３町議会連絡協議会が、斜里

町で開催され記載の内容及び３町の共通する課題について、協議情報交換が行いました。９点目、

その他会議行事等について、記載の会議行事等に議長、副議長、所管常任委員長が出席してきて

おりますので、報告申し上げます。 

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

が開催されておりますので、報告申し上げます。 

大きな３点目、視察来町について。記載のとおり南幌町議会より視察来町がありました。視察

内容は、花と緑と交流のまちづくり事業であります。町長、議長および町関係職員の出席説明を

いただき対応しておりますので、ご報告をいたします。 

大きな４点目、例月現金出納検査の結果について。平成２８年９月分、１０月分について、１

３ページ１４ページのとおり提出されております。いずれも適正であるとの報告であります。 

５点目、平成２８年第４回清里町議会臨時議会説明員等の報告について。１５ページのとおり

となっております。 

以上で議長諸般の報告を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 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（田中誠君） 

  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の主要事業報告でございます。１点目のＪＲ北海道における鉄道事業の抜本的見
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直しについてでございます。本件につきましては既に９月の定例議会におきましても御報告をい

たしているところでございますが、去る７月の２９日にＪＲ北海道より当社単独で維持可能な線

区と単独では維持することが困難な線区について会社としての考え方を秋口までに発表するとさ

れていたものでございます。このことがこの１１月１８日考え方が示されたものでございます。

なおこれらの考え方に対する清里町への説明につきましては１１月の１５日と２５日の２日にわ

たってＪＲ北海道本社より担当の役員がおいでになり行われたものでございます。その中の説明

によりますと本町を通っております釧網線につきましてはＪＲ単独では維持することが困難な線

区とされております。今後、沿線の複数の自治体と相談を行うために協議会の立ち上げをお願い

したいということと、また既に協議会に準じるような相談の場があれば、そうした場において記

載のア～エまでの事項などについて相談をさせていただきたいという内容でございます。 

町としてはＪＲ北海道と沿線自治体との個別的な協議の前に北海道における公共交通としての

鉄道の役割、そしてあり方。さらには発展計画における将来展望のもとに方向性が整理される必

要があるものと考えております。そうした方向性が示されていない中ではＪＲ北海道と沿線自治

体との個別的な事案として協議することは必要がないというふうに認識をするものでございます。 

またＪＲ北海道との今後の協議は、沿線自治体がもちろんではありますがオホーツク管内にお

きましては活性化期成会にてＪＲ北海道、運輸省、北海道に対し石北線及び釧網線の維持確保と

安全確保の要請を行ってきた経過がありますので活性化期成会が中心となって沿線自治体との連

携のもとに、基本的な協議の場が持たれるものと考えているところでございます。 

次に２点目の、日本で最も美しい村連合への加盟承認についてであります。本件につきまして

は本年の２月に加盟に向け申請書を提出し、去る７月に審査委員により、現地調査が行われたと

ころでございます。 

この結果が１０月の７日に静岡県松崎町で開催がされました連合の臨時総会におきまして加盟

が承認されたものでございます。今回承認されたのは、1市2村１地域の４カ所でございまして、

全体では全国で６４地域となったものでございます。これを機に、日本で最も美しい村連合の加

盟地域及び協賛企業などとの連携と交流を通じ、地域の活性化に向けた取り組みを進めるととも

に清里町のかけがえのない自然景観やまちづくりの取り組み等を宣伝、ＰＲを町民総意のもとに

進めてまいる所存であります。 

次に３点目の煙突用断熱材の点検についてでございます。他の町で、石綿を含む断熱材が劣化

し、脱落飛散した問題を受けまして劣化が懸念される公共施設６施設について、先に北海道より

示された点検マニュアルに基づきまして、気中濃度の測定、成分調査を早急に行い、施設の安全

確認を行ってまいります。なお、その結果について改めてまた御報告をさせていただきたいとい

うふうに考えます。 

次に４点目の国民健康保険制度の見直し改定についてでございます。現在国民健康保険の保険

者は市町村単位となっておりますが、見直し改正により、平成３０年度より保険者を都道府県に

移管することとなっておりまして現在移管に向け、各市町村の保険料、保険税が一定の多い平準

化基準によりどの程度になるかを試算中でございまして、今般、参考値として新聞報道がされた

ところでございます。今後各市町村ごとに納付金の金額及び保険税率が示されてまいりますので

内容を十分時に精査のうえ議会とも協議し適切に対処してまいる所存でございます。 

次に５点目の国道３３４号道路整備促進地域連携会議の要望活動についてでございます。 

地域連携会議構成市町の首長により早期整備の促進と予算の確保につきまして１０月７日に網
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走開発建設部１７日に北海道予備北海道開発局に対し要請活動を行ったものでございます。次に

２ページをお開きいただきたいと思います。 

６点目のケアハウスに係る指定管理候補者の選定についてでございます。平成２９年度に実施

を予定しておりますケアハウス、いわゆる経費老人ホームの管理運営について、指定管理者制度

により行うこととし、公募方式により考査の募集を行っておりました。 

今般清里町社会福祉協議会に応募をいただきましたので１０月１１日に清里町社会福祉協議会

に立ちましてケアハウスの指定管理候補者としての選定証を交付させていただいたところでござ

います。 

なお、今般指定管理予定者が選定されましたので設計仕様などについて管理運営の視点や利用

者の使い勝手の視点から御意見等をいただき参考にしながら実施設計を進めているところでござ

います。 

次に７点目のオホーツク圏活性化期成会秋季要望についてでございます。１０月の１９日活性

化期成会の市町村長及び議長におきまして総括班、総務文教厚生班、農林水産班、建設経済班の

各般により北海道に対しまして秋季要望活動を行ったものでございます。 

私は農林水産班として、関係の首長及び議長とともに記載の１４項目道要望事項につきまして

関係部局に対し、要請活動を行ったものでございます。 

次に８点目の斜里警察署庁舎の移転改築要請についてでございます。１１月の１０日に高橋文

明北海道議会議員そして北海道警察本部に対しまして、斜里警察連絡協議会の正副会長及び斜里

警察所管の斜里郡３町の首長におきまして昭和４３年に建設がされました斜里警察署庁舎の移転

改築を要請したものでございます。北海道警察本部からは警察署庁舎の改築につきましては５０

年を超えたもので、且つ緊急性の高いものから計画的に進めていると、そのような回答をいただ

いたところでございます。 

次に、９点目の北海道酪農振興町村長会議中央要請についてでございます。１１月の１５日加

盟の町村長により北海道内選出国会議員並びに農林水産省に対しまして北海道における酪農畜産

対策に関し、記載の４項目について要請活動を行ったものでございます。 

次に１０点目の全国町村長大会についてでございます。１１月１６日、東京ＮＨＫホールで行

われてございます。藤原全国町村会会長の挨拶の後、安倍内閣総理大臣ほか６名の来賓挨拶と東

京大学名誉教授からの応援メッセージに続き、大会次第に基づき記載の特別決議１点、大会決議

１０件、３３項目にわたる重点要望を採択し、内閣府及び関係省庁に要請活動を行ったものでご

ざいます。 

３ページ。１１点目の北海道横断自動車道北見網走間整備促進期成会の秋季要望についてでご

ざいます。 

期成会の構成市町村長において１１月１７日に地元選出の武部代議士、石井国土交通大臣並び

に国土交通省道路局、北海道局、財務省に対しまして北見端野・美幌間の計画段階評価の実施に

ついて要望活動を行ったものでございまして、石井国土交通大臣より１２月に開催予定の小委員

会において当該箇所について計画段階評価地区として候補として提案をすると、そうした旨の回

答をいただいたところでございます。 

次に、１２点目の平成２８年自由民主党移動政調会についてでございます。 

１１月の２１日に北見市で開催がされております。本町からは町議会議長、農協組合長、観光

協会会長そして私の４名が参加をさせていただき、記載の中７項目について自由民主党北海道第
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１２選挙支部の武部代議士、高橋北海道議会議員、塚本北海道議会議員、久保秋北海道議員に対

して要請活動を行ったものでございます。 

次に、１３点目の日本ハムファイターズ市町村応援大使の決定についてでございます。 

日本ハムファイターズの選手が地域振興に協力する取り組みとして、毎年北海道内のおおむね

２市町村選定をされてございますが、２０１７年の派遣先の１つに清里町が設定をされたところ

でございます。 

この設定に基づき１１月の２３日に開催された日本ハムのファンフェスタの会場に行きまして

宮西投手と中村投手が清里町の応援大使に決定をしたところでございます。 

つきましては早急に受入体制を整え、それらの対応を図ってまいりたいというふうに考えてご

ざいます。 

次に、大きな２の主な会議行事等の報告についてでございます。 

モトエカ訪問団来町についてでございますが、９月の３０日に国際交流姉妹都市でありますモ

トエカ町より大人３名、高校生８名合わせて１１名の訪問団の皆さんが清里町においでになりま

して清里高校をはじめ、町内の公共施設を視察訪問いただきました。 

またその後国際交流協議会の主催によります歓迎交流会にて親睦交流と友好を深めたところで

ございます。または翌日以降につきましては町内での観光や知床世界自然遺産等の御視察をいた

だき、１０月４日には次の訪問先へと出発をされたところでございます。 

この間、ホームステイに協力をいただきました皆さんに対しまして心より感謝とお礼を申し上

げる次第でございます。 

次に４頁でありますが、清里町地域振興懇話会についてでございます。１０月の３１日役場３

階各種委員会室にて開催されたところであります。記載の関係機関団体の代表の方々の御出席を

いただき、今年度の町の主要事業及び施策並びに事業の進捗状況などについてご報告をさせてい

ただいた後に、各関係機関団体それぞれの情報提供と町づくりや地域振興方策等についての意見

交換会交換が行われたところでございます。 

次に清里町顕彰式、表彰式についてでございます。１１月の１日町民会館で開催がされており

ます。８名、２団体の方々に対し顕彰条例及び表彰規則に基づく顕彰状、表彰状を授与させてい

ただいたものでございます。授与されました皆さんに対し改めて心よりお祝いを申し上げます。 

次に東京清里会の総会、懇親会についてでございます。１１月の5日、東京レストランサンミ

で開催がされました。清里町からは町議会議長、教育委員長、農協専務、商工会会長、観光協会

会長そして私と事務局３名で合わせて９名の参加と東京清里会、サッポロビール、東京大学陸上

部の方々の参加をいただく中、東京清里会からは、山崎会長他５８名全体で７５名の参加のもと

で開催がされました。 

今回新しく就任されました山崎会長の挨拶に続きまして、新しい役員の紹介と清里町からは新

しい役員の皆さんにふるさと応援団の任命をさせていただき、且つ今年の出来事や町政の取り組

みの紹介・報告そして関係機関団体からは、活動状況等について報告をいただき参加者による交

流、そして懇談が行われ盛会のうちに終了いたしたところでございます。 

以上申し上げ、町長の一般行政報告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。 
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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（田中誠君） 

  日程第５ 教育長一般行政報告を行います。教育長 岸本幸雄君。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 教育長一般行政報告を申し上げます。 

大きな１、主な会議行事等の報告であります。１点目コミュニティスクール推進委員会につい

て。９月２９日、プラネットにおいて清里町が導入を目指しておりますコミュニティスクール学

校運営協議会制度の推進委員会が開催されました。この制度は学校が地域と一体となって子供た

ちをはぐくみ、地域とともにある学校作りの充実方策として導入するものでありまして、本年度

はその準備期間として、このたび、第１回推進会議が開催され、委員への委嘱状の交付、委員長、

副委員長の選出の後、制度内容の説明等が行われました。 

なおこの後、年度内に制度開始に向けた中身の検討や研修、先進地視察等を行い、平成２９年

度からの実施を予定いたしております。 

２点目、清里町ＰＴＡ連合会懇談会について。１０月８日、毘和吉にて開催され町内小中学校

並びに清里高校も含めたＰＴＡ役員等３０名が出席をし、各学校における活動状況報告など情報

交換や教育委員会に対する要望等が話され、役員相互の交流が図られました。 

３点目、清里町スポーツフェスティバルについて。１０月１０日、体育の日。緑ヶ丘公園を会

場に一般対象のパークゴルフ、キックベース、ゲートカーリングと小学生対象のキッズザチャレ

ンジが行われ、昨年を上回る１５５名の参加により開催されました。 

４点目、北見斜網地区社会教育委員等研修会について。１０月２３日プラネットにおいて例年

行われております研修会が、本年度清里町当番にて開催され、地区内より４６名の社会教育委員

の方々が参加されました。内容は記載のとおり、講演とワークショップが行われ、地域における

社会教育委員の役割等について研鑽を深めていただきました。 

大きな２、教育委員会の開催状況であります。第８回教育委員会が１０月３日、第９回が１０

月３１日に開催され、それぞれ記載の案件について審議されております。 

最後に、大きな３その他、全道大会の出場について。第３１回北海道スポーツ少年団剣道交流

大会が１１月２６から２７日まで札幌市で開催され、管内予選を勝ち抜いた清里剣道スポーツ少

年団が出場をいたしました。 

以上申し上げまして教育長一般行政報告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） 
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○議長（田中誠君） 

 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  承認第１０号 

○議長（田中誠君） 

 日程第６ 承認第１０号 平成２８年度清里町一般会計補正予算（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。企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ただ今上程されました、承認第１０号 平成２８年度清里町一般会計補正予算（第５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。１枚お開きください。 

今回、専決処分いたしましたのは記載のとおり、平成２８年度清里町一般会計補正予算第５号

であり１０月１７日付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８２３万円を追加し、予算の総額

を5１億７千１２６万３千円とするものでございます。第１条第２項につきましては後ほど別冊

の事項別明細書にてご説明申し上げますが、今回の補正は８月の台風１１号及び９号によります

農地災害復旧補助事業に係る総事業費の増に伴い、補助金額を増額補正するものでございます。 

はじめに、今回専決補正させていただきました内容につきましてご説明申し上げますので、審

議資料の２９ページをお開きください。１２款災害復旧費、農地災害復旧補助事業につきまして

は、台風１１号及び９号による農地災害について、自己資金により復旧事業を実施する農業者に

対し、支払い額の５０％以内を限度に補助するもので、今回の専決補正額は８２３万円であり、

９月１２日の定例会において御承認いただいた３００万円と合わせた総額は、補正額上段の（）

内に記載のとおり１千１２３万円となります。 

それでは事項別明細書の説明を行いますので、平成２８年度補正予算に関する説明書の表紙を

めくり、一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書第５号のピンク色の紙をおめくりください。歳

出からご説明いたしますのでもう１枚めくって、２ページをお開きください。 

下段の３、歳出でございます。１２款災害復旧費、１項災害復旧費、２目８．２０災害復旧事

業費につきましては８２３万円を補正計上するものであり、説明につきましては審議資料にてご

説明申し上げましたので省略をさせていただきます。歳入につきましては同ページの上段をご覧

ください。歳入の災害復旧費用における財源につきましては一般財源としてすべて地方交付税を

充てんするものであり補正額８２３万円、地方交付税歳入総額は２４億５千８０８万９千円でご

ざいます。 

 以上で提案理由の説明といたします。 
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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。 

 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。 

 本件について、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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、承認第１０号 平成２８年度清里町一般会計補正予算（第５号）専決処分承認に

ついては、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第７  承認第１１号 

○議長（田中誠君） 

 日程第７ 承認第１１号 二十一号橋補修工事に係る契約変更の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。産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 ただ今上程されました、承認第１１号 二十一号橋補修工事に係る契約変更の専決処分承認に

ついて、提案理由のご説明を申し上げます。 

 本件は地方自治法の定めに基づき、工事請負契約の規約変更の専決処分について議会の承認を

求めるものです。 

次のページにあります専決処分書をご覧ください。変更する契約は二十一号橋補修工事であり、

変更の理由は、設計変更によるものです。 

専決処分の内容についてご説明いたします。本工事につきましては、６月２１日開催の定例町

議会におきまして契約締結の議決をいただいております。工事は２カ年を予定しておりましたが、

次年度の長期の通行止めを伴う交通規制を回避するため年度内の事業の促進を図るものです。追

加工事の施行につきましては経済性の観点から設計変更によるものとし、工事の工程や工期の関

係から早期の変更契約の手続が必要となり、専決処分とさせていただきました。変更後の契約金

額は７千３７１万円であります。契約の相手方は清里町札弦町４８番地、野村興業株式会社です。 

以上で専決処分の内容の説明を終わらせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 
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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。 

 本件について、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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、承認第１１号 二十一号橋補修工事に係る契約変更の専決処分承認については、

原案のとおり可決されました。 

 

●日程第８～日程第１１  議案第４９号～議案第５２号 

○議長（田中誠君） 

 日程第８ 議案第４９号 町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例から、日程第１１ 

議案第５２号 清里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例までの４件に

ついて、関連がありますので一括議題にしたいと思います。 

 これに、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、日程第８ 議案第４９号から日程第１１ 議案第５２号までの４件を一括議題と

することに決定しました。 

 ４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（澤本正弘君） 

ただいま、一括上程されました議案第４９号 町職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例から議案第５２号 清里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例まで都

合４件について、一括提案の理由を御説明申し上げます。 

今回の条例改正につきましては、平成２８年人事院勧告において月例給で民間との差は平均０．

１７％を踏まえ、本年４月から平均改定率０．２％の引き上げと特別給においても民間の支給状

況等を踏まえ、勤勉手当０．１月分の引き上げを行うとともに時間外労働の割り増し賃金率等に

関する労働基準法の改正を踏まえ、１月６０時間を超える超過勤務手当の支給割合及び超過勤務

を命ぜられた職員に休息の機会を与えるための代休時間の導入並びに女性の就労雇用促進の観点

から配偶者と子にかかる扶養手当の見直しと介護を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を容易

にするための介護休暇の見直しを行うものであり、国家公務員給与等のかかる関連法を法令の改

正が成立したことから、当町においても、これに準じ関係する４条例の改正を提案するものでご
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ざいます。 

それでは議案第４９号 町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し

上げますので別冊の審議資料１ページをお開きいただきたいと思います。 

時間外勤務手当を規定する第１１条において、１月６０時間を超えた時間外勤務手当に関する

規定を加えるものであり、第４項は６０時間を超えた時間外勤務手当支給額に関する規定、第５

項では後ほどご説明いたします清里町職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部を改正する条例

において定める時間外勤務代休時間に関する時間外勤務手当支給額の規定を定めるものでござい

ます。２ページをご覧ください。期末手当を規定する第１７条第４項中、他の条項の規定と重複

している条文について削るものでございます。勤勉手当を規定する第１８条第２項第１号では、

他の情報の規定と重複している条文を削り、１００分の８０を１００分の９０に、第２号におい

ても、他の条項の規定と重複している条文を削り、１００分の３７．５を１００分の４２．５に

改めるものでございます。３ページの第３項におきましては、他の条項と重複している情報を削

り、基準日現在の定義を加えるものでございます。附則第８項第３号につきましては、特定職員

の勤勉手当にかかる特別調整額の減額割合を規定したものでございまして、１００分の１．５を

１００分の１．６５に改めるものでございます。４ページをご覧ください。４ページから９ペー

ジまでの別表第１行政職給料表と１０ページから１７ページまでの別表第２医療職給料表につき

ましては、先にご説明申し上げました民間給与との較差平均０．２％を引き上げる給料表の改正

となってございますので、説明は省略させていただきたいと思います。 

１７ページをご覧ください。第２条関係について御説明申し上げます。扶養手当を規定する第

９条につきましては、配偶者に係る扶養手当額を他の扶養親族と同額とし、子にかかる手当額を

引き上げるための改正でございます。１７ページから１８ページの第２項は、扶養親族の規定で

あり、第２項中及び孫を削り第３号から第５項までを１つずつ繰り下げ第２号として孫の規定を

加えるものでございます。１８ページの第３項は、扶養手当額の規定であり配偶者に係る扶養手

当額を他の扶養親族と同額の６千５００円とし、子に係る手当額を１万円に引き上げるものでご

ざいます。なお、配偶者がない場合の加算の規定を削るものでございます。第５項は、職員の扶

養親族届け出義務の規定であり、同条第２項及び第３項の改正に伴い、第２号中、同条第２項第

２号又は第４号を扶養親族たる子または同条第２項第３号若しくは第５項に改め、第３号及び第

４号を削るものでございます。第６項は扶養手当の支給月、１９ページの第７項は扶養手当の改

定について規定したものであり同条第２項第３項及び第５項の改正に伴い、条文を改正するもの

でございます。 

２０ページをご覧ください。第１８条は平成２９年度以降における勤勉手当の改正であり、第

２項第１号では再任用職員以外の職員について１００分の９０を１００分の８５に、第２号では、

再任用職員において１００分の４２．５を１００分の４０に改めるものでございます。附則第８

項第３号では１００分の１．６５を１００分の１．５７５に改めるものであります。２１ページ

の附則につきましては、第１項で施行期日、第２項で適用日及び第３項では、給与の内払につい

て定めるものでございます。 

２２ページをご覧ください。第４項では、扶養手当に関する特例であります。受給者への影響

を緩和する観点から段階的に実施するための経過措置を定めるものでございます。 

続きまして、議案第５０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

る条例について御説明申し上げます。同じく新旧対照表よりご説明申し上げますので、審議資料
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の２４ページをご覧になっていただきたいと思います。本件につきましては、町職員の勤勉手当

支給の例に準じ、議会議員の期末手当について所要の改正を行うものでございます。第１条関係

につきましては、平成２８年における措置について改正するものであり、期末手当に関する第５

条第２項において１２月分支給を１００分の２１７．５を１００分の２２７．５に改めるもので

ございます。第２条関係につきましては、平成２９年度以降における改正であり、第５条第２項

において、６月支給分１００分の２０２．５を１００分の２０７．５に１２月支給分１００分の

２２７．５を１００分の２２２．５に改めるものでございます。 

附則につきましては、それぞれの施行期日を定めるものでございます。 

続きまして、議案第５１号 清里町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例につきま

して御説明申し上げます。審議資料２５ページをご覧になっていただきたいと思います。本件に

つきましても、町職員の勤勉手当支給の例に準じ、町長等の期末手当について所要の改正を行う

ものでございます。第１条関係につきましては、平成２８年度における措置について改正するも

のであり、期末手当に関する第４条第２項において１２月支給分１００分の２１７．５を１００

分の２２７．５に改めるものでございます。第２条関係につきましては、平成２９年度以降にお

ける改正でありまして第４条第２項において６月支給分１００分の２０２．５を１００分の２０

７．５に１２月支給分を１００分の２２７．５を１００分の２２２．５に改めるものでございま

す。 

附則につきましてはそれぞれの施行期日を定めるものでございます。 

続きまして、議案第５２号 清里町職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部を改正する条例

について御説明申し上げます。審議資料２６ページをご覧になっていただきたいと思います。 

本件につきましては、１月６０時間を超える時間外勤務手当にかわる措置として時間外勤務代

休時間の規定を加えるとともに介護休暇において、分割取得及び介護時間制度について改正する

ものでございます。 

第８条の３として時間外勤務代休時間についての定めを加えるものであり第１項として時間外

勤務代休時間の指定にかかわる規定第２項では、第１項の規定により、指定された場合は指定さ

れた勤務時間において勤務を要しないことを定めるものでございます。第１１条では、休暇の種

類に介護時間を加えるものでございます。第１５条では介護休暇の分割取得を定めるものであり、

分割取得については介護休暇取得可能期間を３回を超えず、かつ通算して６カ月を超えない範囲

内で指定できる指定期間について定めたものでございます。２７ページの第１５条の２につきま

しては介護時間の規定を加えるものであり、介護休暇とは別に連続する３年の期間内において介

護のため１日につき、２時間の範囲内で勤務しないことができる定めを設けるものでございます。 

なお介護時間は無給とするものでございます。次の２８ページ、附則につきまして施行期日を

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（田中誠君） 

 これから４件の議案に対し、総括質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「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。 
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（「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、議案第４９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、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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４９号 町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、原

案のとおり可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから、議案第５０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、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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５０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。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから、議案第５１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、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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５１号 清里町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例について

は、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから、議案第５２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、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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５２号 清里町職員の勤務時間、休暇等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１２  議案第５３号 

○議長（田中誠君） 
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 日程第１２ 議案第５３号 平成２８年度清里町一般会計補正予算（第６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。企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ただ今上程されました、議案第５３号 平成２８年度清里町一般会計補正予算（第６号）につ

いて、提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、今ほど議決いただきました議案第４９号から第５１号にかかわります人事院勧

告に基づく給与等の条例一部改正に伴い、補正を行うもので補正予算の総額第１条第１項記載の

とおり歳入歳出それぞれを５１０万４千円追加し、予算の総額を５１億７千６３６万７千円とす

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ご説明申し上げま

す。それでは歳入歳出補正予算の内容につきましてご説明いたしますので別冊の審議資料を御用

意ください。 

審議資料、３０ページをお開きください。補正予算の主な事業についてご説明いたします。補

正額の上段カッコの内の数字は補正後の当該事業の予算総額であり、財源につきましては資料に

記載しておりますので、説明を省略させていただきます。１款議会費、議会運営事業につきまし

ては議員期末手当０．１カ月分の増でありまして１９万円を計上するものでございます。２款総

務費、特別職給与等事業につきましても同じく特別職の期末手当０．１カ月分の増でありまして

１５万５千円を計上するものでございます。職員給与等事業につきましては給与表改定率が平均

０．２％の増、期末勤勉手当につきましては０．１カ月分の増となっておりまして、一般職給与

１５０万円、期末勤勉手当２５０万円。合わせて４００万円を計上するものでございます。５款

農林水産業費、焼酎事業特別会計繰出事業につきましては一般会計繰入対象の職員２名分の給与、

手当あわせまして１５万２千円を計上するものでございます。８款消防費斜里地区消防組合清里

分署負担金につきましては消防職員の給与、手当、合わせて６０万７千円を計上するものでござ

います。 

それでは続いて事項別明細書により款項区分による補正予算の内容につきまして、ご説明申し

上げますので別冊の補正予算に関する説明書をご用意ください。ピンク色の２枚目の紙、一般会

計歳入歳出補正予算事項別明細書、第６号にてご説明申し上げます。 

まず歳出からご説明申し上げますが５ページ６ページに記載されている内容につきましては審

議資料にてご説明申し上げましたので省略をさせていただきます。  

歳入についてご説明させていただきます。歳入につきましては総括表にてご説明申し上げます。

３ページをご覧ください。９款地方交付税補正額５１０万４千円につきましては一般財源として

所要額を補正いたします。補正後の地方交付税の総額は２４億６千３１９万３千円となります。

それでは補正予算にかかる給与明細書についてご説明申し上げますので７ページをお開きくださ

い。第１表につきましては特別職給与の表であり下段比較欄にて説明いたします。下段右端、合

計３４万５千円につきましては町長などが１５万５千円、議員が１９万円の期末手当の増による

ものでございます。８ページをお開きください。本表は、一般職の表であり総括の比較にて御説

明申し上げます。右端の合計３９６万円は１４８万５千円が給料の増、２４７万５千円が職員手

当の増であり、職員手当の内訳は記載のとおりすべて期末勤勉手当の増によるものでございます。 

９ページをお開きください。（２）は給料及び職員手当の増減額の明細であり（３）給料及び職
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員手当の状況は期末勤勉手当の支給率でございます。今回の改正で、国家公務員と同率の４．３

カ月分で補正前より０．１カ月分の増となるものでございます。 

１０ページをお開きください。定数外職員の再任用職員につきましても同様の改正を行うもの

であり、比較右端４万円は１万５千円が給料の増、２万５千円が職員手当の増であり、職員手当

は、その下段の表にもあるようにすべて期末勤勉手当の増によるものでございます。 

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） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５３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、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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５３号 平成２８年度清里町一般会計補正予算（第６号）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５４号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１３ 議案第５４号 平成２８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。産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 ただ今上程されました、議案第５４号 平成２８年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算第

２号につきまして提案理由の説明を申し上げます。今回の補正つきましては、第１条第１項に記

載のとおり歳入歳出それぞれ４万６千円を追加し、予算の総額を６千６９４万６千円とするもの

です。第２項につきましては後ほど事項別明細書よりご説明申し上げますが、今回の補正は当会

計に属する職員１名の給与改定に伴う職員給与費について予算額を補正するものです。それでは

歳入歳出補正予算につきまして、ご説明いたしますので、別冊の説明資料水色の仕切り簡易水道

事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書の１２ページをお開きください。 

歳出よりご説明申し上げます。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費４万６千円の追

加につきましては２節給料、３節職員手当等におきまして、職員の人件費に、それぞれ記載の額
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を増額補正するものです。なお歳入につきましては、同じく１２ページの上段に示しております

とおり、歳出見合額として、特定財源となります簡易水道事業施設整備基金繰入金４万６千円を

増額補正いたします。なお、１３ページ以降は、職員給与費明細書となっておりますが、説明は

省略させていただきます。以上で説明終わります。 

 

○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） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５４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、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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５４号 平成２８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１４ 議案第５５号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１４ 議案第５５号 平成２８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。焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（二瓶正規君） 

 ただいま上程されました、議案第５５号 平成２８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２７万２千円を追加し、予算の総額を、１億２千４５７万６千円とするものであ

ります。第２項につきましては、後ほど別冊の清里焼酎事業特別会計事項別明細書によりご説明

申し上げますが、今回の補正は人事院勧告によります給与改定に伴う職員給与費の補正を行うも

のであります。 

それでは歳出から説明いたしますので、別冊の補正予算に関する説明書のうぐいす色の仕切り、

清里焼酎事業特別会計事項別明細書の１８ページをお開きください。歳出から説明いたします。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費２７万２千円の増額は２節給与、３節職員手当等

の職員給与費といたしまして、それぞれ記載の金額を増額補正するものであります。 

次に歳入について説明いたしますので、１７ページにお戻りください。歳入につきましては総
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括で説明いたします。１款財産収入につきましては一般財源となる焼酎売払い収入で１２万円を

増額補正、２款繰入金につきましては特別財源で１５万２千円を一般会計より繰入れ補正いたし

ます。なお、１９ページ以降は給与費明細書となっておりますが説明は省略させていただきます。  

以上で説明を終わります。 

 

○議長（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、議案第５５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、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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５５号 平成２８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。 

 

○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２８年第４回清里町議会臨時会を閉会いたします。ご苦労様でした。 

 

                               閉会 午前１０時３４分 


