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令和２年第２回清里町議会臨時会会議録（４月２１日） 

 

 令和２年第２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  岡 本 英 明    ６番  勝 又 武 司 

    ２番  古 谷 一 夫    ７番  村 島 健 二 

    ３番  伊 藤 忠 之    ８番  前 中 康 男 

    ４番  堀 川 哲 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。 

    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    引  政 明 

    教 育 長   岸 本  幸 雄 

     副 町 長   本 松  昭 仁 

    総 務 課 長   藤 代  弘 輝 

  企 画 政 策 課 長   伊 藤  浩 幸 

  企 画 政 策 課 参 与   阿 部  真 也 

    町 民 課 長   熊 谷  雄 二 

    保 健 福 祉 課 長   野呂田  成 人 

     産 業 建 設 課 長   河 合  雄 司 

    焼 酎 醸 造 所 長   永 野    宏 

    出 納 室 長   宮 津  貴 司 

        生 涯 学 習 課 長    原 田  賢 一 
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    生 涯 学 習 課 参 与   三 浦    厚 

     

８．本会議の書記は次のとおりである。 

    事 務 局 長      溝 口  富 男 

        書 記    世 良   奈都子 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

   同意第１６号  清里町教育委員会委員の任命について 

   承認第 １号  令和元年度清里町一般会計補正予算（第７号）専決処分承認について 

   承認第 ２号  令和元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 

   承認第 ３号  令和元年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）専決処分 

           承認について 

   承認第 ４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 ５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 

   議案第２２号  令和２年度清里町一般会計補正予算（第１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)  

ただいまの出席議員数は９名です。 

 ただいまから、令和２年第２回清里町議会臨時会を開会いたします。 

 

○議長（田中誠君)  

これから、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

 

●日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（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 堀川哲男君、５番 池下昇君を指名致します。 

 

  ●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、委員長の報告を求めます。議会運営委員会委員長 堀川哲男君。 

 

○議会運営委員会委員長（堀川哲男君) 

議会運営委員会から報告させていただきます。本臨時会の会期は提出される議案の件数及び内

容から判断して、本日１日間とすることが適当と思われます。 

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（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。 

 

○事務局長（溝口富男君） 

議長諸般の報告、４点について御報告申し上げます。 



4 

 

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）「その他の会議・行事等」について、４月７日、北海道庁において、田中議長が網走市、大

空町、斜里町、小清水町の議長ともに、道立網走高等看護学院の存続を求める意見書を保健福祉

部長へ提出し、存続要請をしてきたところですので、ご報告申し上げます。 

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」。 

（１）総務文教常任委員会から、（３）議会運営委員会まで、記載の期日・案件で、会議が開催

されておりますのでご報告申し上げます。２ページをご覧ください。 

大きな３点目、「例月現金出納検査の結果について」、令和２年２月分、3 月分について、３ペ

ージから４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。 

大きな４点目、「令和２年第２回清里町議会臨時会説明員等の報告について」、５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、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 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君)  

 それでは、町長の一般行政報告を申し上げたいと思います。まず１点目に、主要事業の報告で

あります。 

 １点目の高齢者叙勲受章についてでありますが、去る２月１日付けで元清里町議会議員 加納

正氏に対し、旭日単光章が授与されましたので、ここに謹んでご報告を申し上げます。 

 なお、加納正氏は札幌市におきまして３月 21 日にご逝去されております。心より御冥福をお

祈り申し上げる次第であります。 

 次に２点目のＪＲ北海道釧網本線の運航状況についてでございます。釧網本線は大雨と融雪に

よる影響で３月 10 日から３月 28 日までの間、全面運休をしておりましたが３月 28 日からは

緑・網走間の上り１列車、４月１日からは、緑・網走間の上り１列車に加え網走・緑間での代替

バスの運行さらに、新学期の始まる４月８日からは普通列車により、上り３便下り２便での運行

となっており、最低限の通学・通院の足の確保はされていたところでありますが、先週末の４月

18日からは全区間で通常どおりの運行が再開されましたので、ここに御報告を申し上げます。 

 次に３点目の、新型コロナウイルス対策についてでございます。本町におきましては、２月 25

日に対策本部を設置し、２月 28 日から３月 19 日までを期間とする北海道独自の緊急事態宣言

に係る各種の対応を進めてきたところでございます。また、19日の緊急事態宣言期間の終了後に

おきましても感染の拡大と防止対策を引き続き実施をしてきている状況にございます。 

 さらに、この４月７日に発令されました５月６日までを期間とする７都府県に対する緊急事態

宣言と 16 日に発令されました全国全ての都道府県を対象とした緊急事態宣言さらには北海道を

含む 13 都道府県の特定警戒都道府県の指定を受けておりまして国内及び道内各地と札幌などと
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の人の移動の７割から８割の削減と密閉・密集・密接を避ける新たな感染防止対策や図書館、ト

レーニングセンターなどの公共施設の休館、閉鎖。また、学校につきましても４月 20 日から５

月６日までの間において再度の臨時休校を実施することといたしました。加えて、経済的に大き

な影響を受けております、それぞれの業界の経営や生活支援対策などにつきましても、今後、国

及び北海道の支援内容が具体的に示されてまいりますので、これらへの対応と町の独自対策にか

かる緊急を要する所要の補正予算につきまして今臨時議会にて提案をさせていただきますので、

ご理解を賜りたいと存じます。 

 なお、対策本部会議での対応や感染防止対策にかかる町民皆さまへの協力要請並びに周知事項

などにつきましては、ホームページお知らせ、新聞の折り込みなどにより、随時実施をしている

ところでございます。 

 次に４点目の清里町農業委員会の開催についてであります。去る３月 25 日、第１回の農業委

員会が開催され農業委員会会長に森本宏氏が、会長代理には岡本勝弘氏が選出されております。 

 次に５点目の清里林産工業株式会社の工場閉鎖についてでございます。３月下旬に清里林産工

業株式会社の山本社長より清里林産工場の工場を４月末日で閉鎖し、会社の清算手続に移行する

との報告をいただきました。なお、13名の従業員の方につきましては４月末日をもって、全員解

雇するとのことであり特に就職相談等は予定していないとのことでありますが、札弦ベニヤの白

糠工場を希望する方がいれば相談に応じたいとのことでありました。町としても会社との連携の

もとにできるだけの対応を行ってまいりたいと考えている次第であります。 

 次に６点目のジャガイモシロシストセンチュウに係る土壌調査についてであります。昨年実施

をいたしました全町の抽出圃場での土壌調査によりまして神威地区の１圃場での発生が確認され

ましたことから今般神威地域の全圃場と発生が確認された斜里町区域での出作圃場において、土

壌調査を実施することとなりまして清里町におきましては、植物防疫所、北海道、農協、清里町

の職員による５班体制によりまして４月 13 日から 24 日までの予定で土壌サンプルの採取を実

施しておりましたが神威地域につきましては、昨日終了したところであります。なお、土壌調査

の対象筆数につきましては神威地域で 630筆、斜里町の出作地域で 44筆、合計 674筆となっ

ておりまして、調査の結果につきましては今年の７月下旬から８月上旬に判明する予定とのこと

でございます。以上、申し上げまして町長の一般行政報告といたします。 

 

○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)  
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 教育長一般行政報告を申し上げます。 

 大きな１、主要事業報告についてであります。新型コロナウイルス感染症への対応について。 

 新型コロナウイルス感染拡大により４月 16 日、全国に緊急事態宣言が出されましたのでこれ

に伴う教育関係の対応についてご報告を申し上げます。 

 まず学校教育関係でございます。清里小学校、清里中学校、清里高等学校及びやまと幼稚園が

４月 20 日から５月６日まで育児休業及び臨時休園となっております。なお、小中学校教職員に

つきましては今後休業期間中におきまして在宅勤務の実施を予定しております。 

 次に、社会教育関係でございます。社会教育関連事業につきましては、ことぶき大学、令和２

年の開講を当初予定の５月 15 日から６月５日に延期することといたしました。社会教育施設に

つきましては、全ての施設において４月 18 日から５月８日まで休館としております。また、学

童保育につきましては小学校の休業期間に合わせて基本的に休止といたしますが１、２、３年生

のうち一部御家庭での保育が難しく子供の預け先がないなどのご家庭の児童のみを対象に感染防

止対策を講じた中で受入を行います。以上、新型コロナウイルス感染症への対応につきましては

今後におきましても、状況に応じまして国及び北海道の動きに沿って対応してまいりたいと考え

ております。 

 次に大きな２、教育委員会の開催状況であります。令和２年第２回教育委員会が３月 26 日開

催され、記載の７案件について審議、決定されております。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） 

○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 同意第 16 号 

○議長（田中誠君)  

 日程第６、同意第 16号、清里町教育委員会委員の任命についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 ただいま上程されました同意第 16 号、清里町教育委員会委員の任命について提案理由をご説

明申し上げます。教育委員でありました青沼拓代氏より３月 31 日付けで辞職の申し出がありま

したので新しい委員として宇都宮弥生氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律、第４条第２項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

 法第４条第２項の規定は委員は当該地方公共団体の町の被選挙権を有するもので、人格が高潔

で教育、学習並びに文化に対し識見を有する者のうちから地方公共団体の長が議会の同意を得て

任命するとした規定でございます。 

 宇都宮弥生氏は羽衣町 43 番地の３にお住まいで、昭和 43 年３月 31 日生まれの満 52 歳の
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方でございます。履歴等につきましては、次のページに記載されておりますのでご覧いただきた

いと存じます。なお、任期につきましては、令和２年４月 21 日、本日より令和３年９月 30 日

まででございます。前任者の残任期間となるものでございます。宇都宮弥生氏の任命につきまし

て満場でのご同意を賜りますようお願いを申し上げ、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。 

 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 16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 16 号、清里町教育委員会委員の任命については、原案のとおり同意する

ことに決定しました。 

 

●日程第７ 承認第１号 

○議長（田中誠君)  

 日程第７、承認第１号、令和元年度清里町一般会計補正予算（第７号）専決処分の承認につい

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（伊藤浩幸君)  

 ただいま上程されました、承認第１号、令和元年度清里町一般会計補正予算（第７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。次のペー

ジをお開きください。 

 今回専決処分いたしましたのは記載のとおり令和元年度清里町一般会計補正予算（第７号）で

あり、３月 26日付をもちまして専決処分をさせていただきました。次のページをご覧ください。 

 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２千 500 万円を追加し、予算の

総額を、51億１千 107万２千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御説明を申し上げます。第２条の債務負担行為の補正につきましては、議案

書を１枚おめくり、右側のページの第２表、Ａ４横でございますけどもご覧ください。 

 この補正につきましては、中小企業小口融資事業の開始に伴い、融資の金融機関との損失補償

契約の締結により債務負担行為を設定するものでございます。期間を損失補償契約に基づき融資
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の最終償還期限到来後、90日を経過した後、限度額を元金、利子及び遅延利子を対象として融資

総額とするものでございます。それでは補正予算の内容につきましてご説明いたしますが、今回

の補正は新型コロナウイルス感染症に伴う緊急対策事業に係る経費でございます。はじめに専決

補正の事業内容についてご説明申し上げますので、別冊の審議資料を御用意ください。 

 審議資料の１ページをお開きください。補正予算の概要ですが今回、２款総務費、1１項新型コ

ロナウイルス感染症対策費、１目新型コロナウイルス感染症対策費を追加しております。補正額

内の上段の括弧内の数字は補正後の当該事業の予算総額です。１つ目、中小企業経営安定化支援

事業につきましては売り上げが減少しております、町内の中小企業への直接支援、経営を維持す

るための補助により、経営の安定化を図るもので売り上げ減少に対しての経営安定支援と人的交

流等の激減により大きく売り上げが減少しております、宿泊業、飲食店、観光業には加えまして

光熱水費等の固定費の経営費支援補助を行うものでございます。令和２年２月及び３月分としま

して、経営安定支援補助 700万円、経営費支援補助１千 300万円、合計２千万円を計上してお

ります。次の指定管理施設経営安定化事業につきましてはコロナウイルスの影響により、温泉施

設管理施設の経営状況の悪化に伴い、施設維持のために支援を行うもので温泉施設管理業務委託

料 300万円を計上してございます。 

 ３つ目の社会福祉法人支援事業につきましてはコロナウイルスの感染症拡大予防のために社会

福祉法人が事業を休止したことに伴う人件費、施設維持管理費、感染予防対策に係る消耗品等の

経費の補助でありまして清里町福祉会 150万円、清里町社会福祉協議会 50万円、合計 200万

円を計上してございます。なお、財源としましては、３事業とも一般財源でございます。 

 それでは次に、事項別明細書によりご説明をいたしますので、別冊の令和元年度補正予算に関

する説明書をご用意いただきピンク色の一般会計歳入歳出予算２ページを、ご覧ください。 

 歳入からご説明を申し上げます。新型コロナウイルス感染症に係る緊急対策事業の財源としま

して、一般財源 17款繰入金、１項基金繰入金、１目基金繰入金、財政調整基金繰入金２千 500

万円を増額補正してございます。下段の歳出でございますが、先ほど審議資料で説明いたしまし

たので詳細な説明は省略させていただきますが、２款総務費、11項新型コロナウイルス感染症対

策費、１目新型コロナウイルス感染症対策費、13節委託料 300万円、19節負担金補助及び交

付金 2千 200万円を補正計上してございます。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) 

 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（田中誠君)  

 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。 
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 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、令和元年度清里町一般会計補正予算（第７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８ 承認第２号 

○議長（田中誠君)  

 日程第８、承認第２号、令和元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（熊谷雄二君) 

 ただいま上程されました、承認第２号、令和元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ください。 

 今回専決処分いたしましたのは令和元年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算(第５号)

であり、令和２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。次のページをご

覧ください。 

 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 178万８千円を増額し、予算の

総額を、歳入歳出それぞれ６億７千 824万１千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後ほど説明申し上げます。今回

の補正につきましては、事業実績に伴い歳出の保険給付費の不足分を増額するとともに高額療養

費等の事業費の不用額を減額するものでございます。 

 それでは歳出よりご説明いたしますので、別冊の令和元年度補正予算に関する説明書の５ペー

ジをお開きください。歳出よりご説明いたします。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費につきましては、一般管理事業費を 13万 2千

円減額いたします。２項徴税費、１目賦課徴税費につきましては賦課徴税費を２千円減額いたし

ます。３項運営協議会費、１目運営協議会費は国保運営協議会事業に係る事務費を１万円減額い

たします。６ページをお開きください。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費から５目審査支払手数料まで合

計 411万４千円増額をいたします。７ページをご覧ください。 

 ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費から４目退職被保険者等高額介護合算療養費ま

で、合計 121 万円を減額いたします。３項移送費、１目一般被保険者移送費につきましては、

10万円を減額いたします。８ページをご覧ください。 

 ２目退職被保険者等移送費につきましては１千円の減額、４項出産育児一時金、１目出産育児

一時金については 84 万円減額、２目支払手数料については１千円減額いたします。５項葬祭諸
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費、１目葬祭費は３万円減額します。９ページをご覧ください。 

 ３款国民健康保険事業納付金、１項医療給付費分、１目一般被保険者医療給付費分については

財源の振替でございます。道支出金であります特別交付金 56 万３千円を増額、その他の特定財

源であります、出産育児一時金、繰入金を 56万円減額、一般財源を３千円減額いたします。 

 歳入につきまして総括表で説明いたしますので、３ページにお戻りください。 

 ３款道支出金、５款繰入金は特定財源であり、７款諸収入は一般財源でございます。歳入の補

正額の合計は 178万８千円の減額でございます。以上、補正予算の説明とさせていただきます。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 １点訂正をさせてください。歳入の補正額の合計は、178万８千円の増額でございます。訂正

を致したいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 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。 

 

○議長（田中誠君) 

 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（田中誠君) 

 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（田中誠君) 

 起立全員です。 

 したがって、承認第２号、令和元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。 

 

●日程第９ 承認第３号 

○議長（田中誠君) 

 日程第９、承認第３号、令和元年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２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（熊谷雄二君) 
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 ただいま上程されました、承認第３号、令和元年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）専決処分の承認につきまして、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。次のページをご覧ください。今回、専決処分いたしましたのは令和元年度清里町後

期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）であり、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。次のページをご覧ください。 

 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 126万円を減額し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ７千 131 万９千円とするものでございます。第１条第２項につきまして

は、後ほど別冊の補正予算に関する説明書により御説明申し上げます。 

 今回の補正は、事業実績に伴う広域連合納付金及び保険料還付金の減額に伴い、財源でありま

す後期高齢者医療保険料や一般会計繰入金等の減額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、別冊の令和元年度補正予算に関する説明書の 13 ペ

ージをお開きください。１項総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、一般管理事業について

18万６千円減額し、２項徴収費、１目徴収費、保険料徴収事業につきまして２万３千円を減額し

ます。２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項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、後期高齢者医療広域連合納付事業につきまして 94 万１千円を減額いた

します。14ページをご覧ください。３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付

金、保険料還付金につきましては、還付実績がございませんので 11 万円を皆減するものでござ

います。歳入につきまして総括表でご説明申し上げますので、11ページにお戻りください。歳入

につきましては、１款後期高齢者医療保険料と５款諸収入のうち１千円が一般財源であり３款繰

入金と５款諸収入のうち 11 万円の減額が特定財源でございます。歳入全体では 126 万円を減

額するものでございます。以上、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。 

 

○議長（田中誠君) 

 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（田中誠君) 

 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（田中誠君) 
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 起立全員です。 

 したがって、承認第３号、令和元年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２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４号 

○議長（田中誠君) 

 日程第 10、承認第４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。提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 ただいま上程されました承認第４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。次のページをご覧

ください。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、３月

31日付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、令和２年度地方税制改正による地方税法等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。次のページから 13 ページにわたり

清里町税条例等の一部を改正する条例及び清里町税条例等の一部を改正する条例の一部改正につ

いて、改正内容の全文を添付してございます。今回の地方税法の改正は、大きく３点について改

正がなされております。 

 １点目は、所有者不明土地にかかる固定資産税の課税上の課題に対応するため、登記名義人等

が死亡している場合における現所有者に賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる制

度の創設及び固定資産の使用者を、所有者とみなして課税することができる制度の拡大を行うこ

ととしてございます。 

 ２点目は、個人住民税における未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦控除の見直しで

ございます。 

 ３点目は、電気供給事業のうち小売電気事業等及び発電事業等に係る法人事業税の課税方式の

見直しを行ってございます。それでは概要についてご説明いたしますので、別冊審議資料の２ペ

ージをお開きください。２ページから３ページは主な改正の要旨及び概要、４ページから６ペー

ジにわたりまして新旧対照表により改正箇所をアンダーラインによりお示しをしてございます。

会議の内容につきましては、２ページからの主な要旨によりご説明申し上げます。改正の趣旨は、

法律の施行に伴うものでございます。改正の概要につきましては表に記載しているとおり清里町

税条例第 24 条第１項については個人の町民税の非課税の範囲を定めており非課税措置について、

寡婦を対象から除き、ひとり親を対象に追加しております。同第 34 条の２については所得控除

についてひとり親控除を追加します。同第 36 条の３の２については個人の町民税に係る給与の

所得者の扶養親族等申告書の記載について単身児童扶養者に該当する場合、その旨の記載を不要

とする改正でございます。同第 36 条の３の３については個人の町民税にかかる公的年金受給者

の扶養親族等申告書の記載について単身児童扶養者に該当する場合、その旨の記載を不要とする

改正でございます。同第 54 条第５項については固定資産税の納税義務者等について所有者が不

明である資産について使用者を、所有者とみなすと規定を新たに設けます。同第 74 条の３につ
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いては、現所有者の申告について調査を尽くしても、所有者が一人も明らかにならない資産につ

いて使用者を、所有者とみなす規定を新たに設けます。同第 94 条については、たばこ税の課税

標準について軽量な葉巻たばこにかかる紙巻たばこの本数の換算方式を改正いたします。 

 次のページをご覧ください。清里町税条例附則第３条の２については延滞金の割合等の特例に

ついて租税特別措置法の延滞金等の特例規定の改正に伴い、規定を整備します。 

 同附則第４条については納期限の延長に係る延滞金の特例について、租税特別措置法の延滞金

の特例規定の改正に伴い、規定の整備をしてまいります。 

 同附則第８条第１項については、肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例につ

いて肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の適用期限を３年延長いたします。清里町税

条例第 31 条については均等割の税率について法人税法において、通産法人ごとに申告等を行う

こととすることに伴う規定を整理いたします。 

 同第 48 条については法人の町民税の申告納付について法人税法において、通算法人ごとに申

告を行うこととすることに伴う規定を整理いたします。第 50 条については法人の町民税に係る

不足税額の納付の手続について法人税法において、通算法人ごとに申告等を行うこととすること

に伴う規定を整備いたします。 

 清里町税条例等の一部を改正する条例の一部改正第３条については、単身児童扶養者を個人の

町民税の非課税措置の対象に加える改正規定を削る等の措置を行います。また、これら以外の改

正といたしましては元号の改正に伴う年度の改正や項のずれ等の整理も行っております。47 ペ

ージをお開きください。附則につきましては第１条で施行期日を定め、48ページの第２条で延滞

金に関する経過措置、第３条及び 49 ページ第４条で町民税に関する経過措置、50 ページ第５

条で固定資産税に関する経過措置、51 ページ第６条及び第７条で町たばこ税に関する経過措置

を定めるものでございます。以上、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。 

 

○議長（田中誠君) 

 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（田中誠君) 

 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） 
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○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

 したがって、承認第４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、承

認することに決定しました。 

 

   ●日程第１１ 承認第５号 

○議長（田中誠君) 

 日程第 11、承認第５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。提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 ただいま上程されました、承認第５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。次のペ

ージをご覧ください。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、３月 31 日付をもって専決処分させていただいてございます。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の 63ページをお開きください。 

 63ページは改正の要旨、64ページから 67ページは新旧対照表により改正箇所をアンダーラ

インによりお示ししてございます。改正内容につきましては、63ページの要旨によりご説明申し

上げます。今回の条例改正は、地方税法の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正

する政令の施行に伴い、国民健康保険税の課税限度額及び軽減の対象となる所得の基準について

改正されたため、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。 

 １点目の基礎課税額にかかる課税限度額の引き上げにつきましては、保険税の課税限度額を引

き上げるものでございまして、基礎課税額について現行の 61 万円を 63 万円に改め介護納付金

課税額を現行の 16万円から 17万円に改めます。 

 ２点目の、軽減判定所得の算定基準額の見直しにつきましては国民健康保険税の低所得者に対

する保険税負担を軽減する措置について軽減判定所得の算定基準額を見直すものでございます。

区分の５割軽減基準額において被保険者等の数に乗ずべき金額を 28 万円から 28 万５千円に。

２割軽減基準額においては被保険者の数に乗ずべき金額を 51 万円から 52 万円に改めるもので

ございます。67ページをお開きください。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。以上、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。 

 

○議長（田中誠君)  

 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。 

 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、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１２ 議案第２２号 

○議長（田中誠君) 

 日程第 12、議案第 22号、令和２年度清里町一般会計補正予算（第１号）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（伊藤浩幸君) 

 ただいま上程されました議案第 22号、令和２年度一般会計補正予算（第１号）につきまして、

提案理由のご説明を申し上げます。補正の総額は第１条第１項に記載のとおり歳入歳出それぞれ

５千 295 万４千円を追加し、予算の総額を 49 億７千 95 万４千円とするものでございます。

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御説明をいたします。はじめに今回補正予算させていただく事業の内容

につきまして説明いたしますので別冊の審議資料を御用意ください。審議資料の 68 ページをご

覧ください。補正予算の事業についてご説明いたします。なお、補正額内の上段の括弧内の数字

は補正後の当該事業の予算総額でございます。なお補正予算科目につきましては全て２款総務費、

11項新型コロナウイルス感染症対策費、１目新型コロナウイルス感染症対策費であります。 

 １つ目、中小企業融資事業につきましては中小企業融資の特例として別枠でコロナウイルス対

策の中長期的な資金としまして限度額 500 万円の融資枠を設定し資金繰り等の円滑化を図るも

のであり利子及び保証料分の補助といたしまして 330万円を計上してございます。 

 次の中小企業経営安定化事業につきましては、売上げが減少しております町内の中小企業者へ

の経営安定支援及び宿泊・飲食業等への追加支援として経営費の支援を行うもので、清里町商工

会の受付事務委託料として 35万４千円、経営安定支援補助 720万円、経費支援補助２千 100

万円、合計２千 855万４千円を計上してございます。 

 次の３つ目、宿泊・飲食業消費拡大支援事業につきましては、きよさとポイントカード、きよ

ポンを活用し宿泊及び飲食業への集客支援を行うとともに、町内消費の還流を図るもので清里町

商工会ポイントカード委員会へ宿泊業、飲食業への集客ポイント付与の事業費補助分としまして

800 万円、周知及び管理事務としての企画事務費補助分として 100 万円、合計 900 万円を計
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上してございます。 

 68 ページ、一番下の中小企業小口融資事業につきましては、短期的な資金としまして限度額

50 万円の融資枠を設定し資金繰り等の円滑化を図るものであり、融資に係る利子を全額町が補

助するものでございまして 10万円を計上してございます。69ページをご覧ください。 

 上段の新型コロナウイルス感染症対策用品購入事業につきましては、新型コロナウイルス感染

症対策のため施設の消毒用の資材、マスク、防護服などの衛生用品等を購入するものでございま

して 200万円を計上しております。 

 次の指定管理施設経営安定化事業につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、

温泉指定管理施設の経営状況の悪化に伴い、経営の安定化維持を図るための支援を行うもので温

泉施設管理業務委託料として 800万円を計上してございます。 

 最後３つ目、社会福祉法人支援事業につきましては新型コロナウイルス感染症拡大予防のため

社会福祉法人が事業を休止することになりました期間において人件費、施設維持管理費、また感

染症予防法ための消耗品でありますマスク、消毒液等の消耗品等の経費の補助といたしまして清

里町福祉会 100万円、清里町社会福祉協議会 100万円、合計 200万円を計上してございます。 

 なお、７つの事業全て財源としましては一般財源でございます。 

 それでは続きまして事項別明細書により補正予算の内容につきましてご説明申し上げますので、

別冊の令和２年度の補正予算に関する説明書を御用意ください。説明書の最終ページであります、

２ページで説明をいたします。なお、審議資料におきまして御説明申し上げましたので、詳細な

説明は省略させていただきますので、御了承いただきたいと存じます。上段の２、歳入からご説

明申し上げます。新型コロナウイルス感染症に係る緊急対策事業の財源といたしまして、一般財

源 17款繰入金、１項基金繰入金、１目基金繰入金、財政調整基金繰入金５千 295万４千円を増

額補正してございます。 

 下段の３の歳出でございます。令和元年度と同様に２款総務費に新たな項と目といたしまして

11 項新型コロナウイルス感染症対策費、１目新型コロナウイルス感染症対策費を追加してござ

います。10節事業費 200万円、13節委託料 835万４千円、19節負担金補助及び交付金４千

260万円を増額補正してございます。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) 

 これから質疑を行います。堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 今回、新型コロナウイルスの蔓延におきまして非常に大きな影響が国内、道内そして我が町の

中にも非常に大きな影響が出ております。令和元年度の補正予算専決処分に加えまして令和２年

度の補正予算におきましても中小企業への融資補助等におきまして非常にスピード感を持って対

応されたのかなというふうに評価するところでありますが、このスピード感が求められる中、新

型コロナによる影響を最小限に何とか留めなければならない、留めていきたい、そのように思う

ところであります。今回は２月、３月、４月、５月ということで限定的な対策になっております

けども、心配されるのは今後６月以降もこれが果たして終息するのかどうなのかということが国

民のみならず皆さんが心配されているところなんだと思います。 

 今後の対策ですが、国とか道の対策によって町の対策も左右されるところがあるかと思います
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が、現状を見ますと、なかなか収まるような気配を見せておりませんので、６月以降もこのコロ

ナの影響を最小限に抑えられるような町の対策を早めに検討していただきたい、そのような要望

をしたいと思います。加えてですが、今回の補正予算の算定に当たりましてもさまざまな規定が

あるわけでして、売上減の減少割合ですとか年間の売上の上限ですとかそのような規定がある中

で支援がされております。心配されるのが、これらの規定によって漏れる事業所がいないのかと

いうことが心配されるところですが、町長も１件の倒産も出さない、事業停止を出さないために

何とか頑張りたいということで宣言されておりますので本当に困っている人全ての支援救済にな

っているのかというのを今一度検証していただいて今後の対策にぜひ役立てていただきたい、そ

のように要望したいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 ただいまの御質問でありますが今回の新型コロナウイルスということで大変な状況に相成って

いるわけであります。清里町においても２月、３月、４月と大きな影響を受けておりまして企業

者の皆さんには大変な御苦労をいただいているところであります。今もありましたように、私の

気持ちとしては、この清里町コロナウイルスで店を閉じるということを決してしてはならないと

いう強い意志のもと、今回の補正を含めて対応させていただいたわけでありました。 

 ただ、今までの経過見ますと４月、５月だけで終息するのかとなると、極めて難しい状況では

ないかなというふうに思っているところでありまして、当面の４月、５月分は新年度予算で本日

提案をさせていただいたわけでありますが、今後の状況においては、やはり６月位までは現状の

体制をとりながら対応できる方式を検討していかなければと思っておりますし、さらに延長にな

ったと、延びていくということになった時点においては国や道も当然でありますが全体の財源調

整を含めながらまた新たな考え方で対応していく必要も出てくるだろうというふうに考えている

ところであります。 

 いずれにしろ先ほど申し上げましたように町内でコロナウイルスでシャッターを下ろすという

ことのないように最善の努力をしていきたいという思いでいるわけでありまして、今後の対応の

中においても様々な対策の必要性が生じてくるかと思いますが、それらについて今後の中で議会

とも十分に連携を図りながら適切な対応になるように努力をしていきたいというふうに考えてい

る次第であります。 

 

○議長（田中誠君)  

 そのほか、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。 

（「討論なし」との声あり） 
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○議長（田中誠君)  

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第 22号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、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 22 号、令和２年度清里町一般会計補正予算（第１号）は、原案のとおり

可決されました。 

 

●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。 

 令和２年第２回清里町議会臨時会を閉会します。 

 

閉会  午前 10時 30分 

 

 

 

 


