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     ◎開会の宣告                      （午前１０時００分） 

○議長（齋藤邦夫君） おはようございます。 

  当局より、朝日振興センター長の欠席の届出がございました。  

定足数に達しましたので、ただ今から平成２９年只見町議会６月会議を開会いたします。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎開議の宣告 

○議長（齋藤邦夫君） 直ちに本日の会議を開きます。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎会議録署名議員の指名 

○議長（齋藤邦夫君） 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、２番、大塚純一郎

君、３番、藤田力君の両名を指名いたします。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議長の諸般の報告 

◯議長（齋藤邦夫君） 日程第２、議長の諸般の報告を行います。 

  報告の内容は配付しました報告書のとおりであります。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎町長の行政諸報告 

○議長（齋藤邦夫君） 日程第３、町長の行政諸報告を行います。 

これを許可いたします。 

  町長。 
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          〔町長 菅家三雄君 登壇〕 

○町長（菅家三雄君） おはようございます。 

  ６月会議におきまして行政諸報告を申し上げます。 

  まず１番。平成２８年度出納閉鎖につきましてでございます。地方自治法２３５条の５の

規定により、５月３１日付けをもって平成２８年度只見町一般会計並びに特別会計の出納を

閉鎖いたしました。出納閉鎖結果につきましては、ご覧の結果表のとおりでございます。ご

覧をいただきたいと思います。 

  ２番。歳計剰余金の処理についてでございます。平成２８年度出納閉鎖の結果、剰余金の

生じた各会計について、次のとおり処理をいたしました。まずは（１）番、一般会計につき

ましてでございます。繰越明許費・事故繰越財源６，０７６万２，０００円を除き、実質収

支は１億４，４４５万２，５３９円となり、地方財政法第７条第１項の規定に基づき、８，

０００万円を減債基金に積み立て、残余の６，４４５万２，５３９円を平成２９年度に繰り

越しをいたしました。続きまして、（５）介護保険事業特別会計につきましては、繰越明許費

財源２６万６，０００円を除き、残余の１，７８０万９，５３０円を平成２９年度に繰り越

しをいたしました。その他、六つの特別会計につきましては、全て剰余金の全額を平成２９

年度に繰り越しをいたしました。 

  以上、報告を申し上げます。 

◯議長（齋藤邦夫君） これで行政諸報告は終わりました。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案一括上程 

◯議長（齋藤邦夫君） 日程第４、議案の一括上程を行います。 

  議案第４７号から報告第４号までを一括上程いたします。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎提案理由の説明 

◯議長（齋藤邦夫君） 日程第５、町長に提案理由の説明を求めます。 
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  町長。 

          〔町長 菅家三雄君 登壇〕 

○町長（菅家三雄君） ただ今、平成２９年６月会議に提出いたしました議案につきまして、

一括上程されましたので、審議に先立ち提案理由を説明いたします。  

議案第４７号 平成２９年度只見町一般会計補正予算（第１号）につきましては、歳入歳

出それぞれ１億１，１９８万３，０００円を追加し、歳入歳出総額を５２億５，３９８万３，

０００円とするものであります。歳入予算の主なものは、町税のうち固定資産税、軽自動車

税の当初賦課確定による増額、総務費及び土木費国庫補助金の決定による減額、農林水産業

費県補助金の決定による増額及び町債のうち土木債の増額並びに平成２８年度の繰越金が主

な増額の内容であります。 

歳出予算の主なものを申し上げます。まず議会費をはじめとした各科目において、人事異

動に伴います所要の補正をお願いしておりますことを申し上げます。総務費のうち財産管理

費におきまして、役場庁舎暫定移転進捗のための役場前倉庫改修工事費、総合政策費では補

助申請の不採択を受けまして創業支援推進事業委託料の減額、情報システム管理費では社会

保障・税番号制度システムに係る平成２９年度分として示されました整備内容に基づく補正

をお願いしております。農林水産業費のうち農業振興費では県補助を受けての農業経営体育

成支援事業補助金として施設整備及び機器整備の補助金をお願いするものであります。商工

費では観光施設費で物件移転補償調査費、駅前広場整地工事費をお願いしております。土木

費のうち、道路維持費で橋梁長寿命化修繕工事監理業務委託料、道路新設改良費で一軒家対

策のための測量設計委託料をお願いしております。教育費の学校管理費において明和小学校

体育館修繕のための予算をお願いしております。 

以上、主な内容を申し上げましたので、よろしくお願いいたします。  

議案第４８号 平成２９年度只見町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）であり

ますが、本年は税率改定を行わず５月末の基数調査に基づき税収入の本算定を行いました。

歳出は出産育児一時金、国保連合会負担金の増をお願いするものであります。 

議案第４９号 平成２９年度只見町国民健康保険施設特別会計補正予算（第１号）ですが、

歳入は基金繰入金及び平成２８年度繰越金、歳出は人件費の補正をお願いしております。  

議案第５０号 平成２９年度只見町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につきま

しては、歳入は平成２８年度繰越金及び諸収入、歳出は諸収入を受けての保険料還付金及び
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還付加算金であります。 

議案第５１号 平成２９年度只見町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、歳入は

平成２８年度繰越金、歳出は介護給付費の精算に係る国県への返還金の補正が主なものであ

ります。 

議案第５２号 平成２９年度只見町簡易水道特別会計補正予算（第１号）でありますが、

歳入は国庫補助金、基金繰入金と町債の増額、歳出は不動堂地区の設備整備費などの補正を

お願いするものであります。 

以上、一括上程されました議案の概要を説明申し上げましたので、よろしくご審議くださ

るようお願い申し上げます。 

◯議長（齋藤邦夫君） 提案理由の説明は終わりました。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎請願・陳情付託 

○議長（齋藤邦夫君） 日程第６、請願・陳情付託に入ります。 

  本日までに受理した請願・陳情は、お手元に配付しました請願・陳情文書表のとおりであ

ります。 

  これを所管の常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ございませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 

○議長（齋藤邦夫君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、請願・陳情文書表のとおり付託することに決定いたしました。  

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎各委員会の所管事務調査報告について 

◯議長（齋藤邦夫君） 日程第７、各委員会の所管事務調査報告について、各委員会の調査結

果報告を求めます。 

  最初に、総務厚生常任委員会、中野大德委員長の報告を求めます。 

  委員長は登壇願います。 
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  ５番、中野大德君。 

          〔総務厚生常任委員会委員長 中野大德君 登壇〕 

○総務厚生常任委員会委員長（中野大德君） 総務厚生常任委員会所管事務調査報告。 

  本委員会の所管事務調査事項について、調査経過並びに結果を下記のとおり報告いたしま

す。１、所管事務調査事項。（１）役場庁舎の暫定移転と効率的な行政執行に関する調査。（２）

只見町国民健康保険朝日診療所の運営に関する調査。２番、調査の経過及び結果。（１）調査

事項、只見町国民健康保険朝日診療所の運営に関する調査。（２）調査方法、事務調査、現地

調査。調査日。４月１２日、５月１１日、５月２６日。出席委員は記載のとおりであります。

３、調査結果及び意見。５月１１日、朝日診療所の運営に関する調査を当委員会で実施し、

主に過去５年間のデータをもとに所長、保健福祉課長、事務長の出席により調査しました。

特に、入院、外来患者数、診療報酬額、実質収支、特別調整交付金の増減に関わる要因につ

いて調査しました。結果、朝日診療所運営健全化方針を作成し、委員会に提出いただいた。

具体的な内容としては、基本的な考え方を再認識し、胃カメラ、超音波、ＣＴ等各種検査数

の増加、訪問診療の充実、ニーズに合った診療時間の検討、また、現在の一日当たりの外来

患者数を増加させることを目標とし、入院患者を積極的に受け入れる等、さらには歳出の抑

制として各種事務経費の点検、見直しに取り組まれる方針であった。朝日診療所は町、住民

にとって最重要の施設であると委員会では認識しており、今後さらに住民から信頼され、ま

た、健全化方針に沿った運営がなされるよう継続して調査していく。また、所管課のそれぞ

れの課題や事業の進捗状況について、共通認識のもと主体性のある調査、研究を行うことと

する。 

  以上であります。 

◯議長（齋藤邦夫君） 委員長報告は終わりました。 

  ただ今の委員長報告に対してお聞きしたいことありましたら、発言お願いします。 

  ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） ありません。 

  それでは、これをもって報告済みといたします。 

  続いて、経済文教常任委員会、大塚純一郎委員長の報告を求めます。  

  委員長は登壇願います。 
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  ２番、大塚純一郎君。 

          〔経済文教常任委員会委員長 大塚純一郎君 登壇〕 

○経済文教常任委員会委員長（大塚純一郎君） それでは、経済文教常任委員会の所管事務調

査報告を行います。 

  １として、調査事項。地域産業の振興に関する調査。生活環境の振興に関する調査。教育

の振興に関する調査。観光施設、交流施設の設置目的の検証と利活用に関する調査。ＪＲ只

見線の早期全線復旧に関する調査。この５点であります。２として、調査の経過及び結果。

（１）調査事項は記載の５点であります。（２）調査方法、事務調査。（３）調査日。４月１

２日、４月２７日、５月２６日。（４）出席委員は記載の委員でございます。３として、調査

結果及び意見。所管課の今年度事業並びに事業進捗上の課題等を共有するための調査活動に

取り組んでおります。当町が抱える課題を踏まえ、町政進展に有効な政策等を町当局と共に

考えて行動することが必要であることから、今後も引き続き、積極的な調査活動を継続して

いく。特に、平成３５年度に全面開通が予定されております国道２８９号八十里越えの整備

計画、国道２５２号六十里越えの五月連休前再開通が、この只見町の将来を左右することか

ら、優先的課題として捉え、今後も活動していきたい。  

  以上でございます。 

◯議長（齋藤邦夫君） 委員長報告は終わりました。 

  ただ今の報告に対し、お聞きしたいことありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） ありません。 

  それでは、これをもって報告済みといたします。 

  次に、広報広聴常任委員会、目黒仁也委員長の報告を求めます。 

  委員長は登壇願います。 

  １０番、目黒仁也君。 

          〔広報広聴常任委員会委員長 目黒仁也君 登壇〕 

○広報広聴常任委員会委員長（目黒仁也君） 広報広聴常任委員会所管事務調査報告を申し上

げます。 

  本委員会の所管事務調査事項について、調査経過並びに結果を下記のとおり報告をいたし

ます。１、調査事項。一つ、議会広報広聴の充実に関する調査。二つ、議会報告会並びに一
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般会議に関する調査。三つ、議会だよりの編集及び発行に関する調査。四つ目として、議会

の開かれた情報発信の調査研究であります。２番目、調査の経過及び結果。１、調査事項、

議会だよりの編集及び発行に関する調査。議会報告会並びに一般会議に関する調査。議会広

報広聴の充実に関する調査の今回は３項目であります。調査方法は事務調査であります。調

査日、３月７日、３月１０日、３月１３日から１５日、３月２３日、３月３０日、４月の１

１日、５月の１８日、５月の２２日から２４日、６月の８日であります。出席委員は記載の

とおりであります。３番、具体的な取り組み内容。調査経過については記載のとおりでござ

います。５ページご覧をいただきたいと思います。２番、議会だよりの編集及び発行に関す

る調査。委員会では、広報誌の一層の向上を目指して取り組んでいるが、その評価を得るた

め平成２９年度福島県町村議会議長会主催の広報研修会でのクリニックを受講いたしました。

全国広報コンクール審査委員である吉村先生から当町議会広報紙が住民の関心事をクローズ

アップして取り上げている点や、陳情の結論に至るまでの経過や議会としての意見を掲載し

た点などについて高評価をいただいたところであります。さらに、全国市町村発行の広報誌

の中から５８事例に抜粋され資料にも取り上げられたところであります。しかし、紙面活用

での課題もあるため、今後、それらを踏まえ、一層の改善に取り組んでいきます。また、埼

玉県小川町議会広報発行特別委員会に出向き、議会広報誌の編集・発行に関する指導を仰ぎ

ましだ。小川町では短期間で紙面の大幅なリニューアルを実行し全国から注目を浴びており

ますが、住民の理解や今後の改革の継続に課題を持たれており、今後進めるうえで参考とな

る調査でありました。３番、議会広報広聴の充実に関する調査。議会改革を推進している埼

玉県嵐山町において、であります。広報の充実に関する調査を実施いたしました。嵐山町で

は議会基本条例を平成２６年３月制定し、議会報告会、議会モニター制度を導入するなど、

より多くの住民の声の聴取に努めております。今回の調査を踏まえ、住民からの要望・意見

をその後どう取り扱うか、当町においても一層の検討が必要と考えられ、今後の課題として

継続調査をしてまいります。 

  以上であります。 

◯議長（齋藤邦夫君） 委員長報告は終わりました。 

  ただ今の委員長報告に対してお聞きしたいことございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） ありません。 
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  それでは、これをもって… 

  ９番、鈴木征君。 

○９番（鈴木 征君） （マイクなし 聞き取り不能） 

○議長（齋藤邦夫君） 委員長。 

○広報広聴常任委員会委員長（目黒仁也君） 今のご質問、おっしゃるとおりでありまして、

本会議開催日は日々、散会後、委員会を開催いたしまして、その日の議論を整理しておりま

す。議会だよりの編集に関する内容であります。 

○議長（齋藤邦夫君） ほかにございませんか。 

  ありません。 

  それでは、これをもって報告済みといたします。 

  次に、議会運営委員会、佐藤孝義委員長の報告を求めます。 

  委員長は登壇願います。 

  ６番、佐藤孝義君。 

          〔議会運営委員会委員長 佐藤孝義君 登壇〕 

○議会運営委員会委員長（佐藤孝義君） 議会運営委員会の所管事務調査事項について、調査

経過並びに結果を下記のとおり報告いたします。１、所管事務調査事項。１議会運営に関す

る調査。（２）議会の会議規則、委員会条例等に関する調査。（３）議会改革推進に関する調

査。（４）議会機能並びに運営充実を図るための施設整備に関する調査。（５）議長の諮問事

項に関する調査であります。２、調査経過及び結果。調査事項、議会の運営に関する調査。

議会の会議規則、委員会条例等に関する調査。調査方法、事務調査でございます。調査日、

記載の４日間でございます。（４）出席委員は記載のとおりでございます。調査結果を申し上

げます。４月１２日、１、只見町議会４月会議の開催について。議事日程について協議いた

しました。提出議案は３件でございます。２、暫定移転のあり方について。３、議会運営委

員会の取り組みについてでございました。５月１７日、棚倉町議会行政視察の受入れを実施

いたしました。（２）第６８回南会津地方町村議会議員大会の要望事項について。（３）委員

会条例の一部改正について。（４）議会運営委員会の視察研修について。その他でございまし

た。次のページ、５月２６日、（１）只見町議会５月会議の開催について。議事日程について

協議いたしました。提出議案は２件でございました。その他でございます。６月８日、（１）

只見町議会６月会議の開催について。議事日程について協議いたしました。当局提出議案、



- 13 - 

 

予算等、計１０件でございます。その結果、会議日程を６月１３日から１６日までの４日間

に決定いたしました。（２）諸般の報告について。（３）請願・陳情の付託についての協議。

（４）所管事務調査報告についての協議を行いました。（５）一般質問の通告内容について協

議いたしました。（６）委員会、議員提出議案についての協議を行いました。議員の派遣につ

いて等２件でございました。（７）全員協議会の開催の内容について協議いたしました。後は

その他でございます。 

  以上でございます。 

◯議長（齋藤邦夫君） 委員長報告は終わりました。 

  ただ今の委員長報告に対しお聞きしたいことありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

◯議長（齋藤邦夫君） ありません。 

  それでは、これをもって報告済みといたします。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎散会の宣告 

◯議長（齋藤邦夫君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

  本日はこれにて散会をいたします。 

  どうもご苦労様でした。 

（午前１０時２９分） 
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