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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、観光商工課長の欠席届がありました。 

１番、酒井右一君より、欠席の届けがございました。 

定足数に達しましたので、ただ今から、平成３１年只見町議会２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、佐藤孝義君、

３番、鈴木征君の両名を指名いたします。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案第３号の上程、説明、質疑、採決 

○議長（齋藤邦夫君） 日程第２、議案第３号 平成３０年度只見町一般会計補正予算（第９

号）を議題とします。 

  朗読を省略し、直ちに議案の説明を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（新國元久君） おはようございます。 

  それでは、議案第３号 平成３０年度只見町一般会計補正予算（第９号）についてご説明

を申し上げます。 

  まず第１条といたしまして、歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出予算の総額にそ
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れぞれ１億２，３３１万５，０００円を追加をいたしまして、総額を歳入歳出それぞれ６５

億８，７２７万６，０００円といたしたい内容でございます。  

  第２条といたしまして、第２表 債務負担行為補正。 

  第３条といたしまして、第３表 地方債補正ということになってございます。 

  １ページをご覧をいただきたいと思います。第１表 歳入歳出予算補正であります。 

１ページは歳入でありますが、国庫支出金で１，７６１万５，０００円の増。寄付金が３

４０万円の増。繰入金が８０万円増。町債が１億１５０万円の増。総額で１億２，３３１万

５，０００円の増ということであります。 

  ２ページが歳出の表になってございます。総務費、民生費、衛生費、教育費。それぞれで

増額をさせていただいております。 

  ３ページが第２表としましての債務負担行為の補正の表になります。追加としまして、奥

会津学習センターの空調設置工事。小・中学校の空調設置工事。こういったものを３０年度

から３１年度までの債務負担行為の議決をいただきたいという内容でございます。歳出で尚、

ご説明を申し上げますが、今回、議決をいただきました後に工事を発注いたしまして、年度

内には完了したい見込みということでありましての債務負担行為の補正であります。 

  ４ページをご覧をいただきたいと思います。第３表の地方債補正になってございます。追

加としまして、今回、学校教育施設等の整備事業のための起債１億１５０万円をお願いをし

てございます。 

  続きまして、歳入予算の詳細、事項別明細書によってご説明を申し上げます。 

  ７ページご覧をいただきたいと思います。７ページの歳入でありますが、款の１３国庫支

出金であります。目は６教育費の国庫補助金でありますけれども、小学校・中学校の冷房設

置のための国の補助金であります。ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金。合わせまし

て１，７６１万５，０００円の増額をお願いをしてございます。１６寄附金であります。自

然首都・只見の応援基金の寄附金。当初、５００万円を想定しましたけれども、寄附をいた

だける方が多かったということで、今回、実績によりまして３４０万円の補正増ということ

でお願いをしてございます。款の１７繰入金でありますが、今回、８０万円の増ということ

であります。寄附金が多くありまして、その返礼品が増えると。返礼品の費用が増えるとい

うことで基金からその費用を繰入をするということで、歳出で予算化をしてございます。町

債であります。款の２０町債でありますが、教育債としまして小・中学校の空調設備の設置
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工事のための財源としまして１億１５０万円の起債を想定をしてございます。  

○議長（齋藤邦夫君） 地域創生課長。 

○地域創生課長（星 一君） ８ページにまいりまして歳出でございます。 

  総務管理費、総務費、総務管理費の企画費でございます。１３節の委託料でございますが、

バス停看板制作委託料１０８万１，０００円をお願いするものでございますが、こちらにつ

きましては、３１年４月を目途に、只見駅・会津田島駅間の定時定路線運行を目指しており

まして、２月中旬に東北運輸局のほうにも事業者が申請をしておるところでございますが、

事前にバス停看板の制作をお願いをして準備を進めたいというようなものでございます。具

体的には町内に２１箇所。町外につきましては南会津病院及び会津田島駅への設置というこ

とで２３箇所を予定をしておるものでございます。続いて、ふるさと納税の返礼品業務委託

料でございますが、８０万円の増額をお願いするものでございます。先ほど歳入の中でも説

明がございましたとおり、自然首都・只見応援基金の寄附金の増によりまして、それに対す

る返礼品代等々の、また手数料等の増が見込まれますので、今回８０万円の増額をお願いす

るものでございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（齋藤邦夫君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（馬場博美君） 続きまして、民生費の社会福祉総務費の超勤手当６０万円の

増額。それと、衛生費の保健衛生総務費の超勤手当２０万円の増額をお願いしております。

こちらにつきましては、今までの本会議の中でも超勤が多いということで、職員の体調管理

等も含めてご意見等いただいていたところでございますが、今回の増額の要因としましては、

生活困窮者に対する相談業務が例年になく多かったというような状況でございます。そうい

った相談業務については日中での訪問や、対応などの関係から、日中業務がなかなかできな

いということで時間外で対応する必要がありまして、今後の、今までの相談業務と含めて、

今後の年度末業務に関して不足が生じる見込みとなりましたので増額をお願いしております。

生活困窮者のうち、一家族につきましては子供も関係しておる事案でございまして、そちら

については保健師のほうも関わっている関係から、社会福祉総務費と保健福祉総務費のほう

の増額をお願いしてございます。また、生活困窮者のうち、もう一方につきましては、救急

搬送に関しての福祉係で関わっている事例がございまして、そういったものについては広域

消防署や診療所、南会津警察署等々の協議を実施させていただきまして、今後の対応につい

ても共通認識をもって対応はさせていただいております。そういった流れで実務者ケース会
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議等も開催している状況でございまして、そういった流れでの超勤の不足ということで今回

増額をお願いしてございますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（齋藤邦夫君） 教育次長。 

○教育次長（増田 功君） 款の１０教育費、項の１、教育総務費、目の５、奥会津学習セン

ター費、節の１３委託料は空調設置工事設計業務委託料を１５２万円減額するものです。こ

れは、今回のエアコン設置については、家庭用のエアコン設置で対応できるため、工事設計

業務委託料の減額となったものでございます。節の１５工事請負費は３７７万７，０００円

を増額し、奥会津学習センターにエアコンを設置するものです。これにより、家庭用のエア

コンを男子寮、女子寮の管理人室、学習室、ラウンジに７台設置いたします。項の２、小学

校費、目の１、学校管理費、節の１５工事請負費は９，４６９万３，０００円を増額し、空

調設備を設置するものです。これにより、只見小学校は９室１３台。朝日小学校は９室１０

台。明和小学校は８室１０台の設置となります。項の３、中学校費、目の１、学校管理費、

節の１５工事請負費は１，６６４万２，０００円を増額し、空調設備を設置するものです。

これにより、只見中学校は５室５台の設置となります。空調設備工事設置工事については早

期に入札発注し、６月末までに使用できるようにしていきたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（齋藤邦夫君） 総務課長。 

○総務課長（新國元久君） １０ページご覧をいただきたいと思います。 

  款の１３予備費であります。今回、予備費３６４万２，０００円の増額をもって調整をさ

せていただいております。 

  １１ページでありますが、給与費明細であります。ご覧をいただきたいと思います。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○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。 

  １０番、山岸国夫君。 

○１０番（山岸国夫君） １ページの歳入のところの、町債１億１５０万。これの、いわゆる

国からの、国からの負担分があると思うんですが、これ、学校設備の場合の、前に一度、聞

いたことあるんですが、その時はまだ確定してないということでしたので、今回のこの、国

からの教育費のところで国県支出金１，７６１万５，０００円というふうになってますけど、
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で、地方債の、６ページも関係するんですが、地方債のところの１億１５０万。ここについ

ては、国の補助の扱いはどうなるかお伺いします。 

○議長（齋藤邦夫君） 総務課長。 

○総務課長（新國元久君） 今回の小・中学校の冷房工事に関しての国の支援ということであ

ります。これあの、今ほど、山岸議員お質しのとおり、国庫支出金としまして教育費の国庫

補助金、小学校分、中学校分、合わせて１，７６１万５，０００円。これが交付金としてま

いります。そのほか、これもただ今おっしゃいましたように、教育費、起債が１億１５０万

円ということで想定をしております。その内訳でありますけれども、今回、そのうち交付税

措置があるものとないものがあります。総額で申し上げます。１億１５０万円。これを起債

という形にしまして、最終的に交付税措置あるもの、試算をしてございますが、３，２６２

万円ほど。３，２００万円余りということであります。１億１５０万円のうちの３，２００

万でありますから、３０パーセント強、３１パーセント程度でありますか、３１・２パーセ

ントの交付税措置があるということであります。よろしくお願いします。  

○議長（齋藤邦夫君） よろしいですか。 

  ほかにありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶものあり〕 

○議長（齋藤邦夫君） ありません。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○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。 

  議案第３号 平成３０年度只見町一般会計補正予算（第９号）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」と呼ぶものあり〕 

○議長（齋藤邦夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 
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◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎日程の追加 

○議長（齋藤邦夫君） ここでお諮りをいたします。 

  町長より、同意第２号 監査委員の選任につき同意を求めること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１とし、審議したいと思いますが、ご異議ありませんか。  

〔「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。 

  よって、同意第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〕 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎同意第２号の上程、説明、採決 

○議長（齋藤邦夫君） 追加日程第１、同意第２号 監査委員の選任につき同意を求めること

についてを議題とします。 

  朗読を省略し、直ちに議案の説明を求めます。 

  町長。 

○町長（菅家三雄君） 同意第２号 監査委員の選任につき同意を求めることについてご説明

を申し上げます。 

  前監査委員、山内幸三氏より、３１年２月２１日、退職願が提出されました。これを受理

いたしましたので、監査委員に次の者を選任したいので議会の同意を求めるものでございま

す。住所、只見町大字小川字下々平８４７番地。氏名、栗木豊氏です。生年月日、昭和２６

年４月１５日生まれ。任期につきましては４年間となります。よろしくお願いいたします。 

○議長（齋藤邦夫君） お諮りをいたします。 

  本議案は人事案件でございますので、質疑・討論は行わず、採決したいと思いますが、ご
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異議ありませんか。 

〔「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。 

  尚、採決方法については議会申し合わせ先例集の規定に基づき無記名投票で行います。  

  議場の出入口を閉めます。 

          〔議場閉鎖〕 

○議長（齋藤邦夫君） ただ今の出席議員数は９名です。 

  次に、立会人を指名します。 

  会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に、７番、目黒仁也君、８番、藤田力君

を指名いたします。 

  投票用紙を配ります。 

          〔投票用紙配付〕 

○議長（齋藤邦夫君） 念のために申し上げます。 

  本件に賛成の方は賛成と、反対の方は反対と記載願います。  

  投票用紙の配付漏れはございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶものあり〕 

○議長（齋藤邦夫君） 配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を点検いたします。 

  立会人はお願いいたします。 

          〔投票箱点検〕 

○議長（齋藤邦夫君） 異常ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶものあり〕 

○議長（齋藤邦夫君） 異常なしと認めます。 

  ただ今から投票を行います。 

  立会人より投票願います。 

          〔投票〕 

○議長（齋藤邦夫君） 次に、２番議員から順番に投票願います。 

          〔投票〕 

○議長（齋藤邦夫君） 投票漏れありませんか。 
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  投票漏れなしと認めます。 

  投票箱を点検します。 

  立会人はお願いいたします。 

  異常ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶものあり〕 

○議長（齋藤邦夫君） 異常なしと認めます。 

  ただ今から、間違いました。開票でした。 

ただ今から開票を行います。 

  目黒仁也君、藤田力君、開票の立会を願います。 

          〔開票〕 

○議長（齋藤邦夫君） 立会人の方は自席にお戻りください。 

  ありがとうございました。 

  それでは選挙の結果を報告いたします。 

  投票総数９票。有効投票９票。無効投票ゼロ。有効投票のうち賛成９票。反対ゼロ。  

  以上のとおり賛成が多数です。 

  したがって、同意第２号 監査委員の選任につき同意を求めることについては原案のとお

り可決されました。 

  議場の出入口を開きます。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎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。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  どうもご苦労様でした。 

（午前１０時２６分） 

 


