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     ◎開議の宣告                       （午後１時３２分） 

◯議長（齋藤邦夫君） それでは、こんにちは。 

  当局より、会計管理者の欠席の届出がございました。 

  ６番、鈴木征君、９番、石橋明日香君より、欠席の届出がありました。  

  定足数に達しましたので、直ちに本日の会議を開きます。  

 

◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案第３３号から議案第４５号までの上程、審査報告、質疑、採択 

◯議長（齋藤邦夫君） 日程第１、議案第３３号、日程第２、議案第３４号、日程第３、議案

第３５号、日程第４、議案第３６号、日程第５、議案第３７号、日程第６、議案第３８号、

日程第７、議案第３９号、日程第８、議案第４０号、日程第９、議案第４１号、日程第１０、

議案第４２号、日程第１１、議案第４３号、日程第１２、議案第４４号及び日程第１３、議

案第４５号までを議題とします。 

  議案第３３号から議案第４５号までは、予算特別委員会に付託してありますので、予算特

別委員会委員長の審査報告を求めます。 

  予算特別委員会委員長、大塚純一郎君。 

  ８番、大塚純一郎君。 

          〔予算特別委員会委員長 大塚純一郎君 登壇〕 

○予算特別委員長（大塚純一郎君） 本委員会に付託されました、次の議案について、その審

査結果を只見町議会会議規則第７７条の規定により報告いたします。 

  本件は、平成２６年３月１７日、１８日、１９日の３日間にわたり委員会を開催し慎重に

審議いたしました。 

  １番として、議案第３３号 平成２６年度只見町一般会計予算について。審査結果、本件

については、議会の修正権に基づき一部修正をし、次の意見を付して採択すべきものとした。 

（１）奥会津学習センター建築工事設計委託料については、現在の跡地利用を含めた町の

将来の只見高校振興対策のあり方を再検討すること。 

（２）木質バイオマスボイラー建設計画については、ユネスコエコパークの認定を控える

当町にとっては、非常に重要なことであり、ボイラーに特化するのではなく、木の駅構想と
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併せ、町内での供給体制の確立を含めた計画にすること。  

（３）未来の自分設計奨励金や補助金等について、ともするとバラ撒きともとれるような

予算があるが、当町の将来の財政を見据え、また効果を検証し、執行すること。 

（４）町の振興計画、実施計画に整合のない予算がいくつか指摘されている。今後は議会

との十分な協議の上、執行すること。 

（５）住宅政策における民間賃貸住宅借上などについては、将来を見据えた計画的な住宅

政策の展開に努めること。 

２として、議案第３４号 平成２６年度只見町国民健康保険事業特別会計予算について。

審査結果。本件については、原案のとおり採択すべきものとした。  

３として、議案第３５号 平成２６年度只見町国民健康保険施設特別会計予算について。

審査結果。本件については、原案のとおり採択すべきものとした。  

４として、議案第３６号 平成２６年度只見町後期高齢者医療特別会計予算について。審

査結果。本件については、原案のとおり採択すべきものとした。  

５として、議案第３７号 平成２６年度只見町介護保険事業特別会計予算について。審査

結果。本件については、原案のとおり採択すべきものとした。  

６として、議案第３８号 平成２６年度只見町介護老人保健施設特別会計予算について。

審査結果。本件については、原案のとおり採択すべきものとした。  

７として、議案第３９号 平成２６年度只見町訪問看護ステーション特別会計予算につい

て。審査結果。本件については、原案のとおり採択すべきものとした。  

８として、議案第４０号 平成２６年度只見町地域包括支援センター特別会計予算につい

て。審査結果。本件については、原案のとおり採択すべきものとした。  

９として、議案第４１号 平成２６年度只見町簡易水道特別会計予算について。審査結果。

本件については、原案のとおり採択すべきものとした。  

１０として、議案第４２号 平成２６年度只見町観光施設事業特別会計予算について。審

査結果。本件については、原案のとおり採択すべきものとした。  

１１として、議案第４３号 平成２６年度只見町交流施設特別会計予算について。審査結

果。本件については、原案のとおり採択すべきものとした。  

１２として、議案第４４号 平成２６年度只見町集落排水事業特別会計予算について。審

査結果。本件については、原案のとおり採択すべきものとした。  
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１３として、議案第４５号 平成２６年度只見町朝日財産区特別会計予算について審査結

果。本件については、原案のとおり採択すべきものとした。  

以上であります。 

◯議長（齋藤邦夫君） ただ今、委員長から報告がありましたが、これに対して、何か質問ご

ざいませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 質問なしと認めます。 

  次に、各議案ごとに順次、討論・採択を行います。 

  議案第３３号 平成２６年度只見町一般会計予算の討論を行います。  

  討論ありませんか。 

          〔討論なし〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  採決をいたします。 

  本案の委員長報告は、一部修正を付して採択であります。  

  委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は挙手を願います。  

          〔賛成多数〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 挙手多数であります。 

  よって、議案第３３号は可決されました。 

 

◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎日程の追加 

◯議長（齋藤邦夫君） お諮りをいたします。 

  予算特別委員長より、発委第２号 平成２６年度只見町一般会計予算修正の件（案）が提

出されました。 

  これを日程に追加し、追加日程第１とし、日程第２以下を繰り下げて審議したいと思いま

すが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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◯議長（齋藤邦夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、発委第２号を日程に追加し、追加日程第１として議題とすることに決定しました。  

  追加議案及び資料を配付させます。 

          〔追加議案及び資料配付〕 

 

◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎発委第２号の上程、説明、質疑、採決 

◯議長（齋藤邦夫君） 追加日程第１、発委第２号 平成２６年度只見町一般会計予算修正の

件（案）を議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  予算特別委員長、大塚純一郎君。 

  ８番、大塚純一郎君。 

◯８番（大塚純一郎君） 平成２６年度只見町一般会計予算修正の件の説明をさせていただき

ます。 

  只見町議会会議規則第１４条第３項の規定により提出した議案でございます。 

  議案書の中、１ページ目、第１表、歳入歳出予算の一部を次のように改めるということで、

記載のとおりの修正になっております。 

  ２ページ目は、歳入歳出予算事項別明細書、総括で、歳出・歳入、歳入では基金繰入金の

変更になっております。 

  最後のページ、４ページ目に、歳出で教育費、教育総務費で、奥会津学習センター費の変

更になっております。 

  あと予備費の変更ということになっております。 

  以上です。 

◯議長（齋藤邦夫君） これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 
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  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終わります。 

  採決をいたします。 

  発委第２号 平成２６年度只見町一般会計予算修正の件は、原案のとおり可決するにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、発委第２号は原案のとおり可決されました。 

 

◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案第３４号の討論、採択 

◯議長（齋藤邦夫君） 日程第２、議案第３４号 平成２６年度只見町国民健康保険事業特別

会計予算の討論を行います。 

  討論ありませんか。 

  ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終わります。 

  採決をいたします。 

  本案の委員長報告は採択であります。 

  委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は挙手願います。  

          〔賛成多数〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 挙手多数です。 

  よって、議案第３４号は可決されました。 
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◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案第３５号の討論、採択 

◯議長（齋藤邦夫君） 日程第３、議案第３５号 平成２６年度只見町国民健康保険施設特別

会計予算の討論を行います。 

  討論ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終わります。 

  採決いたします。 

  本案の委員長報告は採択であります。 

  委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は挙手願います。  

          〔賛成多数〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 挙手多数です。 

  よって、議案第３５号は可決されました。 

 

◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案第３６号の討論、採択 

◯議長（齋藤邦夫君） 日程第４、議案第３６号 平成２６年度只見町後期高齢者医療特別会

計予算の討論を行います。 

  討論ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終わります。 

  採決いたします。 

  本案の委員長報告は採択であります。 

  委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は挙手願います。  

          〔賛成多数〕 
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◯議長（齋藤邦夫君） 挙手多数です。 

  よって、議案第３６号は可決されました。 

 

◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案第３７号の討論、採択 

◯議長（齋藤邦夫君） 日程第５、議案第３７号 平成２６年度只見町介護保険事業特別会計

予算の討論を行います。 

  討論ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  採決いたします。 

  本案の委員長報告は採択であります。 

  委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は挙手願います。  

          〔賛成多数〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 挙手多数です。 

  よって、議案第３７号は可決されました。 

 

◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案第３８号の討論、採択 

◯議長（齋藤邦夫君） 日程第６、議案第３８号 平成２６年度只見町介護老人保健施設特別

会計予算の討論を行います。 

  討論ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  採決いたします。 
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  本案の委員長報告は採択であります。 

  委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は挙手願います。  

          〔賛成多数〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 挙手多数です。 

  よって、議案第３８号は可決されました。 

 

◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案第３９号の討論、採択 

◯議長（齋藤邦夫君） 日程第７、議案第３９号 平成２６年度只見町訪問看護ステーション

特別会計予算の討論を行います。 

  討論ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  採決いたします。 

  本案の委員長報告は採択であります。 

  委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は挙手願います。  

          〔賛成多数〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 挙手多数です。 

  よって、議案第３９号は可決されました。 

 

◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案第４０号の討論、採択 

◯議長（齋藤邦夫君） 日程第８、議案第４０号 平成２６年度只見町地域包括支援センター

特別会計予算の討論を行います。 

  討論ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 
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◯議長（齋藤邦夫君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  採決いたします。 

  本案の委員長報告は採択であります。 

  委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は挙手願います。  

          〔賛成多数〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 挙手多数です。 

  よって、議案第４０号は可決されました。 

 

◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案第４１号の討論、採択 

◯議長（齋藤邦夫君） 日程第９、議案第４１号 平成２６年度只見町簡易水道特別会計予算

の討論を行います。 

  討論ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  採決をいたします。 

  本案の委員長報告は採択であります。 

  委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は挙手願います。  

          〔賛成多数〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 挙手多数です。 

  よって、議案第４１号は可決されました。 

 

◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案第４２号の討論、採択 

◯議長（齋藤邦夫君） 日程第１０、議案第４２号 平成２６年度只見町観光施設事業特別会
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計予算の討論を行います。 

  討論ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  採決いたします。 

  本案の委員長報告は採択であります。 

  委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は挙手願います。  

          〔賛成多数〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 挙手多数です。 

  よって、議案第４２号は可決されました。 

 

◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案第４３号の討論、採択 

◯議長（齋藤邦夫君） 日程第１１、議案第４３号 平成２６年度只見町交流施設特別会計予

算の討論を行います。 

  討論ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  採決いたします。 

  本案の委員長報告は採択であります。 

  委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は挙手願います。  

          〔賛成多数〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 挙手多数です。 

  よって、議案第４３号は可決されました。 

 

◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇ 
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     ◎議案第４４号の討論、採択 

◯議長（齋藤邦夫君） 続いて、日程第１２、議案第４４号 平成２６年度只見町集落排水事

業特別会計予算の討論を行います。 

  討論ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  採決いたします。 

  本案の委員長報告は採択であります。 

  委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は挙手願います。  

          〔賛成多数〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 挙手多数です。 

  よって、議案第４４号は可決されました。 

 

◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案第４５号の討論、採択 

◯議長（齋藤邦夫君） 日程第１３、議案第４５号 平成２６年度只見町朝日財産区特別会計

予算の討論を行います。 

  討論ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  採決いたします。 

  本案の委員長報告は採択であります。 

  委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は挙手願います。  

          〔賛成多数〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 挙手多数です。 
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  よって、議案第４５号は可決されました。 

 

◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎日程の追加 

◯議長（齋藤邦夫君） お諮りをいたします。 

  町長より、議案第４６号 財産の取得についてが提出されました。 

  これを日程に追加し、追加日程第２とし、日程第１４以下を繰り下げて審議したいと思い

ますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第４６号を日程に追加し、追加日程第２として議題とすることに決定いたし

ました。 

  追加議案及び資料を配付させます。 

          〔追加議案及び資料配付〕 

 

◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案第４６号の上程、説明、質疑、採決 

◯議長（齋藤邦夫君） それでは、追加日程第２、議案第４６号 財産の取得についてを議題

といたします。 

  朗読を省略し、直ちに議案の説明を求めます。 

  環境整備課長。 

◯環境整備課長（酒井惠治君） 議案第４６号 財産の取得についてを説明いたします。 

  次のとおり財産を取得するものでございます。除雪ドーザ１８トン、１台でございます。

契約の方法、指名競争入札。購入金額１，８３９万２，４００円です。購入相手方、福島県

河沼郡会津坂下町大字宮古字村西２６番１号、ユニキャリア株式会社 会津サービスセンタ

ー、センター長、生井義二でございます。 

  この除雪機械につきましては、雪寒機械として国の補助に該当するものでございます。配
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置場所としましては、明和地区を予定をしております。除雪機械の除雪装置でございますが、

サイドスライドアングリングプラウということでございます。ダンパーにつきましては標準

装備というふうになっております。この機械の更新対象機械につきましては、平成７年に購

入したものでございます。修繕費が多くかかる、そして馬力も経年で落ちてきておりますの

で、今回、更新することといたしました。よろしくお願いします。  

◯議長（齋藤邦夫君） これから質疑を行います。 

  ２番、藤田力君。 

◯２番（藤田 力君） ちょっと、よく聞き取れませんでしたので、教えてください。  

  ざっと１，８００万というと、たしか、予算とか振興計画では３，６００万くらいの予算

があがっていたように私は記憶しているんですが、あまりにもこう、安いなと思いまして。

これ、あれですか。まるっきり新車ですか。 

◯議長（齋藤邦夫君） 環境整備課長。 

◯環境整備課長（酒井惠治君） 振興計画にあがっておるものは、一番新しい振興計画にあが

ったものは、２６年度の購入の分で３，６００万を計上しておりますが、本件につきまして

は、補正をもちまして６００万減額をしまして、３，０００万の予定で予算を組んでおりま

した。その後ですか。１，８００万のこの金額につきましては、競争入札の中で、請差です

か。ある程度落ちておりますので、この金額でございます。  

          〔「新車か教えて」と呼ぶ者あり〕 

◯環境整備課長（酒井惠治君） まだ製造はしておりません。これで、これを採択していただ

きまして、今後、製造に入るということでございます。  

◯議長（齋藤邦夫君） よろしいですか。 

  ２番、藤田力君。 

◯２番（藤田 力君） まあ、そういう手法っていいますか、あるのは、私はわかりませんで

した。その点は了解しましたが、それで、やはりその、雪寒機械とか、そういう補助制度と

か、そういったものは、この場合、対象になるんでしょうか。  

◯議長（齋藤邦夫君） 環境整備課長。 

◯環境整備課長（酒井惠治君） 財産の取得についてということで、説明申し上げました折に、

国庫補助事業ということを申し述べさせていただいております。 

◯議長（齋藤邦夫君） よろしいですか。 
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  ほかに。 

  １０番、佐藤孝義君。 

◯１０番（佐藤孝義君） 後から聞いてもいいんですけども、せっかくですから。これ、ユニ

キャリアっていうのは、これ、除雪機械のメーカーなんですか。重機機械のメーカーなんで

すか。除雪をする部分だけのメーカーなんでしょうか。初めて聞く…  

◯議長（齋藤邦夫君） 環境整備課長。 

◯環境整備課長（酒井惠治君） 議員もご存じでいらっしゃるというふうに思いますが、旧 TCM

でございます。日立と合併をしましてこのような名前になりました。 

◯議長（齋藤邦夫君） いいですか。 

  ほかにございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） これで質疑を終わります。 

  続いて、討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） これで討論を終わります。 

  採決いたします。 

  議案第４６号 財産の取得については、原案のとおり可決するにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第４６号は原案のとおり可決されました。 

 

◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎陳情第２５－１６号の上程、説明、質疑、採決 

○議長（齋藤邦夫君） 日程第１４、陳情第２５－１６号 会津地域への自衛隊駐屯地誘致に

関する意見書提出の陳情書についてを議題といたします。  

  総務厚生常任委員長の審査報告を求めます。 

  総務厚生常任委員長、佐藤孝義君。 



- 321 - 

 

          〔総務厚生常任委員長 佐藤孝義君 登壇〕 

○総務厚生常任委員長（佐藤孝義君） 総務厚生常任委員会審査報告書。 

  本委員会に付託された、下記案件の審査経過並びに結果について下記のとおり報告します。

（１）審査事件。陳情２５－１６ 会津地域への自衛隊駐屯地誘致に関する意見書提出の陳

情書。会津地方自衛隊駐屯地誘致期成同盟会、会長、手代木和之。（２）審査経過。本事件は、

平成２５年１２月会議において付託を受け、平成２５年１２月１７日、平成２６年１月９日、

２月５日、２月１８日、２月２８日、３月１１日の委員会で審査した。（３）決定。不採択。

（４）理由。本事件は、会津地域への自衛隊駐屯地の誘致実現に向けての意見書提出を求め

るものである。国が国民の生命財産を守ることは当然の義務としながらも、自衛隊の国民の

安全確保に対する真摯な取り組み、災害時における救助活動など、高く評価するとともに深

く敬意を表するところである。さて、本町及び周辺地域一帯は、世界的にも貴重な自然資源

を有しており、現在、ユネスコエコパークの指定申請を行い生物保護地域として自然と人間

が共生する町づくりを推進しているところである。また、会津地域は文化遺産、自然資源の

宝庫であり、その魅力は国内外にも周知の事実である。したがって、自衛隊駐屯地を誘致す

ることは、当町の町づくりの根幹をなす自然環境はもとより、周辺地域の観光面への影響が

危惧されるとともに後世に問題を残しかねないと判断し、不採択とした。  

  以上であります。 

〇議長（齋藤邦夫君） これより、委員長審査報告に対する質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（齋藤邦夫君） これで質疑を終わります。 

  ただ今の委員長報告のとおり、不採択にすることにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（齋藤邦夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、陳情第２５－１６号は、委員長報告のとおり決定されました。 

 

◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎陳情第２６－５号の上程、説明、質疑、採決 
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○議長（齋藤邦夫君） 続いて、日程第１５、陳情２６－５ 福島県最低賃金の引き上げと早

期発効を求める意見書提出の陳情についてを議題とします。  

  総務厚生常任委員長の審査報告を求めます。 

  総務厚生常任委員長、佐藤孝義君。 

          〔総務厚生常任委員長 佐藤孝義君 登壇〕 

○総務厚生常任委員長（佐藤孝義君） 引き続き、陳情２６－５ 福島県最低賃金の引き上げ

と早期発効を求める意見書提出の陳情。日本労働組合総連合会福島県連合会、南会津地区連

合会、議長、渡部訓正。（１）審査経過。本事件は、平成２６年３月会議において付託を受け、

平成２６年３月１１日の委員会で審査した。（２）決定。採択。（３）理由。本事件は、福島

県最低賃金の引き上げと早期発効を求めるものである。現在、福島県の最低賃金時給６７５

円は、２０２０年までを目標とした全国最低賃金時給単価８００円に比べて低位にあること

を理解するものであり、県内労働者の最低賃金を引き上げていくことは、勤労者の生活安定

はもとより、労働意欲並びに労働力の確保が図られると考えるものである。災害からの早期

復興を目指す本県の現状からしても賃金生活者の全国格差をなくしていくことが、本件の再

生と発展に重要と判断することから、採択すべきものとした。  

  以上であります。 

◯議長（齋藤邦夫君） これより、委員長審査報告に対する質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） これで質疑を終わります。 

  ただ今の委員長報告のとおり、採択することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 異議なしと認めます。 

  よって、陳情第２６－５号は、委員長報告のとおり決定されました。  

 

◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎発委第１号の上程、説明、質疑、採決 

◯議長（齋藤邦夫君） 日程第１６、発委第１号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求
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める意見書（案）を議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  総務厚生常任委員長、佐藤孝義君。 

  １０番、佐藤孝義君。 

          〔総務厚生常任委員長 佐藤孝義君 登壇〕 

◯総務厚生常任委員長（佐藤孝義君） 発委第１号。只見町議会議長、齋藤邦夫様。提案者、

総務厚生常任委員会委員長、佐藤孝義。福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見

書（案）。上記の議案を別紙のとおり只見町議会会議規則第１４条第３項の規定により提出い

たします。 

  意見書を読み上げます。福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める（案）。  

          〔「内容省略」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） これで質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終わります。 

  採決をいたします。 

  発委第１号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書（案）は、原案のとお

り可決するにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、発委第１号は原案のとおり可決されました。 

 

◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇ 
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     ◎休会中における所管事務等の調査の申し出について 

◯議長（齋藤邦夫君） 次に、皆様のお手元に各常任委員会及び議会運営委員会の委員長から、

所管事務等の調査につき、会議規則第７３条の規定により、お手元に配付しました通知書の

とおり、休会中における所管事務等の調査の申し出がありました。 

  町担当課におかれましては、調査にあたりまして準備等をよろしくお願いを申し上げたい

と存じます。 

  また、各委員会では調査等をよろしくお願いをいたします。 

 

◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎正副議長・議員の公務出張等について 

◯議長（齋藤邦夫君） 続いて、３月会議以降における正副議長・議員の公務出張等について

お諮りをいたします。 

  ３月会議以降の活動及び各種行事、会議等への出席など、議会の公務出張の必要がある場

合は、その都度、議長の承認・指名により行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、本件はそのように決定されました。 

 

◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎町長あいさつ 

◯議長（齋藤邦夫君） ここで、町長より、発言の申し出がありますので、これを許可いたし

ます。 

  町長。 

◯町長（目黒吉久君） 皆様方には、今般の２５年３月会議、３月１１日より今日まで、１０

日間にわたる、延べ１０日間にわたる会期でございましたけれども、４１本に及ぶ、提出い

たしました議案につきまして、慎重審議をいただきましてありがとうございました。 

  今会議は２６年度に向けての一般会計当初予算ということで、予算特別委員会も設置して
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いただいて、慎重審議をしていただきましたけれども、一部修正ということにはなりました

けれども、そういったこと含めながらも、それぞれ採択していただきましたことも御礼を申

し上げたいと思います。 

  一般会計当初予算につきましては、付託された意見を付して採択ということになりました

ので、そういったその、議会の皆様方の趣旨を踏まえながら、２６年度、新たな事業計画も

たくさん盛り込まれておる案件もございます。真摯にそういった事業がきっちりと進行でき

ますように、我々も努力してまいりますので、皆様方のご支援もご協力もお願いして、今会

計につきましても慎重審議で改めて御礼申し上げたいと思います。  

  いよいよ長い冬が終わり、只見町にも春の訪れがまいりましたけれども、これからまた春

の農作業等々迎えながら、活気の出る時期が近付いてきたなというふうに思っておりますけ

れども、どうか皆様方にもこれからもご健勝して、ご活躍されますことをご祈念申し上げま

して、今会議の閉会するにあたりまして、御礼を込めて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。 

 

◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議長あいさつ 

◯議長（齋藤邦夫君） それでは、議長からも一言、御礼のご挨拶を申し上げたいと思います。 

  今回の３月会議は、通算１０日間の長い日程でありましたけれども、平成２６年度の重要

な町政執行にかかる予算等の審議でございました。本年度予算も経費削減を念頭に置いた緊

縮予算であり、厳しい内容でございましたけれども、予算特別委員会を設置し、全ての当初

予算について、当局の丁寧な説明、議員各位の慎重な審議をいただきまして、予定どおり終

了することができました。誠にありがとうございました。 

  ３月会議におきましては、予算の修正、指摘等ございましたが、一般質問を含め貴重な提

言等、また厳しい意見などございましたけれども、町当局におかれましては、それらを十分

に留意されまして、町政の健全な運営にあたっていただきますようにお願いを申し上げたい

と存じます。 

  また、議員各位におかれましては、これから春の雪解けも進みましてなにかと忙しい時期

に入ります。体には十分に留意をされまして、町民の福祉と町政の発展のために、尚一層の
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ご奮闘をいただきますようにご祈念申し上げまして、一言、挨拶に代えさせていただきます。 

  どうもご苦労様でした。 

 

◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎散会の宣告 

◯議長（齋藤邦夫君） 以上で、本日の全日程を終了いたしました。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

  どうもご苦労様でした。 

（午後２時１３分） 


