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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。 

定足数に達しましたので、ただ今から平成３０年只見町議会６月会議を開きます。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎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、佐藤孝義君、

３番、鈴木征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。 

これを許可します。 

  町長。 

          〔町長 菅家三雄君 登壇〕 
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○町長（菅家三雄君） おはようございます。 

  ６月会議、行政諸報告を申し上げます。 

  まず一つ目でございますが、平成２９年度出納閉鎖についてでございます。地方自治法第

２３５条の５の規定により、５月３１日付をもって平成２９年度只見町一般会計並びに各特

別会計の出納を閉鎖しました。出納閉鎖の結果につきましては、下段の出納閉鎖結果表のと

おりでございます。 

  ２番、歳計剰余金の処理についてであります。平成２９年度出納閉鎖の結果、剰余金の生

じました各会計につきましては次のとおり処理をいたしました。（１）番、一般会計でありま

す。繰越明許費・事故繰越財源６，５５５万６，０００円を除き、実質収支１億４，９４２

万３，８５８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６，９４２万３，８５８円を平成３０年度に繰り越しをいたしました。

その他、（２）番から（９）番までの８特別会計につきましては、全ての剰余金の金額を平成

３０年度に繰り越し処理をいたしました。 

  続きまして、次のページ、３、住宅火災についてでございます。発生日時、平成３０年５

月２０日、日曜日です。午前１１時３７分。発生場所、福井字清水田表１８５番地。被害状

況、木造２階建住家、ぼや。人的被害、ありませんでした。発生源は現在調査中でございま

す。出動消防団員、出動機械器具、放水口数につきましては記載のとおりであります。  

  ４、福島県指定文化財の指定について。只見町指定有形文化財、神皇正統記 只見本、１

点が福島県定例教育委員会で議決され、４月６日付で福島県指定文化財に指定されました。  

  ５、平成３０年度子供の読書活動優秀実践校文部科学大臣表彰についてであります。４月

２３日、東京都で表彰式が行われ、只見小学校が文部科学大臣表彰を受賞しました。子ども

の読書を推進する活動が認められました。 

  ６、平成３０年度福島県学校歯科保健優良校表彰についてであります。６月７日、福島市

で表彰式が行われ、只見小学校が優秀賞、明和小学校が努力賞、朝日小学校、只見中学校が

奨励賞を受賞しました。 

  ７、各種厚労者県知事表彰（優良納税団体）の受賞についてであります。福島県各種功労

者知事表彰式において、永年の納税秩序の維持発展に寄与した功績が認められまして、只見

町納税貯蓄組合連合会、会長、栗木豊氏が優良納税団体として県知事表彰を受賞されました。 

  以上のとおり報告をいたします。 
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○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） 続いて、日程第４、議案の一括上程を行います。 

  議案第４５号から報告第３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。 

  町長。 

          〔町長 菅家三雄君 登壇〕 

○町長（菅家三雄君） ただ今、平成３０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申し上げます。 

  議案第４５号 只見町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、被保険

者数の減少や高齢化等による医療費の増加に対応できる歳入を確保することを目的として、

応能応益割合の見直しなどの税率改定をお願いするものであります。  

議案第４６号 平成３０年度只見町一般会計補正予算（第３号）につきましては、歳入歳

出それぞれ２億７８０万３，０００円を追加し、歳入歳出総額を６０億２，８４４万５，０

００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、

教育費国庫補助金の決定による増額、総務費及び農林水産業費県補助金の決定による増額、

平成２９年度の繰越金、町債の増額が主な内容であります。  

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。総務費のうち一般管理

費におきまして、役場庁舎暫定移転に伴います旧本庁舎の解体等のための設計費６２０万円

及び町下庁舎改修工事費８，５００万円。企画費では亀岡スポーツパーク駐車場整備工事費
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４，３４６万３，０００円。ブナセンター費でふるさと館田子倉改修工事費１，０７１万９，

０００円の増額補正をお願いしております。商工費では、商工振興費で緊急雇用創出事業過

年度返還金１，７２９万円、只見スキー場管理費で駐車場改修工事費３８８万８，０００円

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費１，５９０万

円。道路新設改良費で一軒家対策のための町道改良工事費１，２７０万円をお願いしており

ます。 

以上、主な内容を申し上げましたので、よろしくお願いを申し上げます。  

議案第４７号 平成３０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、税率改定の本算定予算であります。議案第４５号でご審議をいただきます国民健康

保険税条例の一部改正に基づき算定をいたしました。歳出は出産育児一時金、療養給付費等

負担金の増をお願いするものであります。 

議案第４８号 平成３０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２９年度繰越金、歳出は人件費の補正及び医師住宅修繕工事費１

６７万６，０００円をお願いしております。 

議案第４９号 平成３０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２９年度繰越金及び過年度分の精算交付金、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。 

  以上、一括上程されました議案の概要を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。 

  以上でございます。 

○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。  
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〔「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、藤田力委員長の報告を求めます。  

  委員長は登壇願います。 

  ８番、藤田力君。 

          〔総務厚生常任委員会委員長 藤田力君 登壇〕 

○総務厚生常任委員会委員長（藤田 力君） それでは、総務厚生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、調査経過及び結果を下記のとおり報告します。記。

１、所管事務調査事項。（１）新たな自主財源の確保に関する調査。（２）只見町国民健康保

険朝日診療所の経営に関する調査。２番、調査の経過及び結果。（１）調査事項、所管事務調

査事項。（２）調査方法、事務調査、現地調査。（３）調査日、４月の２０日、５月２４日、

６月１日。４番、出席委員、総務委員全員でございます。３番、調査結果及び意見。委員会

では、各所管課長より事業等の進捗状況や課題等について説明を受け意見交換をしました。

また、陳情付託案件に対する現地調査を実施し状況確認を行いました。委員会での調査事項

である新たな自主財源の確保に関する調査については、内容を絞り込むまでには至らなかっ

たが、先進的な取り組みをしている自治体への視察も視野に入れたいと考えております。今

後についても、事業の進捗や課題の整理等共通認識のもと、主体性のある調査、研究活動を

行っていきたい。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

○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せんか。  
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〔「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。 

  ５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所管事務調査

報告を行います。 

  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いたしま

す。記。１、所管事務調査事項。（１）地域産業の振興に関する調査。（２）生活環境の振興

に関する調査。（３）教育の振興に関する調査。（４）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。（５）ＪＲ只見線の利活用に関する調査。以上の５項目でございます。

２、調査の経過及び結果。（１）調査事項、所管事務に関する調査。（２）調査方法、事務調

査、現地調査。（３）調査日は記載のとおりでございます。（４）出席委員は旧委員、新委員

とも記載のとおりでございます。３、調査結果及び意見。新たな委員会体制になり、当町が

抱える様々な課題を踏まえ、町政伸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に調査活動を継続していく。特に少子過疎高齢

化に歯止めがかからない只見町の人口減少対策や、平成３５年に全線開通が予定されている

国道２８９号線八十里越えの開通後の諸課題を只見町の将来を左右する最優先課題として捉

え活動していきたい。 

  以上であります。よろしくお願いします。 

◯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。 
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  ７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） それでは、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します。

記。１、調査事項。（１）、議会広報広聴の充実に関する調査。（２）、議会報告会並びに一般

会議に関する調査。（３）、議会だよりの編集及び発行に関する調査。（４）、議会の開かれた

情報発信の調査研究であります。２番、調査の経過及び結果。（１）調査事項。３点ほどござ

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

議会の開かれた情報発信の調査研究であります。調査方法、調査日、旧・新。そして（４）

の出席委員、旧と新。記載のとおりでございます。３番、具体的な取り組み内容。（１）調査

等経過であります。まず３月の６日、所管事務調査事項について協議。議会だより１５１号

編集計画・役割分担について検討協議。３月の９日、１３日、１５日、１６日。議会だより

１５１号の編集内容について検討協議。３月２９日、議会だより１５１号の素案原稿につい

て検討協議。４月の９日、議会だより１５１号の最終校正。会議規則改正案について協議を

しております。次のページご覧をいただきたいと思います。４月の２０日、議会だより１５

１号発行。委員会組織改編による正副委員長選任。５月の１５日、委員会の運営方針等につ

いて協議。議会報告会及び一般会議について協議。会議規則改正案について協議。５月の２

３日、福島県町村議会議長会主催の町村議会広報研修会に参加しております。６月７日、議

会の日程や一般質問の内容周知のためのチラシの作成。６月の８日、議会の日程や一般質問

の内容周知のためのチラシの発行であります。（２）番、議会報告会並びに一般会議に関する

調査。地方分権時代を迎え、住民と議会の連携がより一層重要となっております。議会基本

条例による議会報告会を開催しておりますが、今年は住民に一般会議の開催を積極的に呼び

かけ意見交換を推進したいと考えております。尚、昨年の報告会でご指摘のあった会の活性

化策については継続して調査を進めてまいります。（３）番、議会だよりの編集及び発行に関

する調査。福島県町村議会議長会主催の平成３０年度町村議会広報研修会に参加をいたしま

した。絶えず住民目線を意識した制作とリニューアルに心がけ、より町民に親しみやすい議

会だよりを目指し、さらなる研鑽に努めてまいります。（４）番、議会の開かれた情報発信の

調査研究。タブレット導入など、ＩＣＴ化を推進した議会運営の効率化について調査を進め
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ております。まずは導入後のメリットや運営状況、課題を調査するため、本年度、先進地研

修を実施することとしております。 

  以上であります。よろしくお願いします。 

◯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、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。 

  ２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） それでは、議会運営委員会の所管事務調査報告をい

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の充

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ございます。２、

調査経過及び結果。調査事項、議会の運営に関する調査。議会機能並びに運営の充実を図る

ための施設整備に関する調査でございます。（２）調査方法、事務調査。調査日は記載のとお

りでございます。（４）出席委員。これについては、４月２０日に常任委員会の委員長が代わ

られたということで、新委員が変わっておりますので記載してありますのでご覧いただきた

いと思います。（５）調査結果。議会の運営に関する調査でありますが、３月３０日の１回目。

只見町議会３月第２回会議の開催について。議事日程について協議をいたしております。当

局よりの提出議案は１件でございました。その他、（２）全員協議会の開催についてを話し合

っております。２回目ですけども、議場の改修について審議いたしております。次に４月の

１７日に只見町議会４月会議の開催について。全員協議会の開催について。請願・陳情につ

いてを協議しております。４月２０日、只見町議会４月会議の開催について、議事日程につ

いて協議をいたしております。当局から提出議案３件、議会４件でございました。第２回は

正副委員長の選任を行っております。休会中の所管事務調査事項についての協議でございま

す。５月２４日、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。
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提出議案２件でございます。そして、最後に６月の７日、本日の只見町議会６月会議の開催

について、議事日程についての調査。当局提出議案予算等計８件でございます。会議日程を

６月の１２日から１５日までの４日間に決定いたしました。諸般の報告について。請願・陳

情付託についての協議。所管の事務調査報告についての協議。一般質問の通告内容について

の協議。委員会提出議案についての協議。議員派遣について１件。全員協議会の開催と内容

についての協議をそれぞれいたして今日に至っております。よろしくお願いいたします。  

◯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。 

  なお、９番、鈴木好行君を遅参と申し上げましたけども、会議終了までに出席されなかっ

たので欠席といたします。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  どうもご苦労様でした。 

（午前１０時２９分） 
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