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

○議長（大塚純一郎君） 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、令和２年只見町議会６月会議を開会します。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎開議の宣告 

○議長（大塚純一郎君） 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（大塚純一郎君） 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、５番、小沼信孝君、

６番、矢沢明伸君の両名を指名いたします。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議長の諸般の報告 

○議長（大塚純一郎君） 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（大塚純一郎君） 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。 

  令和２年６月会議、行政諸報告を申し上げます。 

  まず第１点目、令和元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日付をもって令和元年度只見町一般会計並びに各特別会計の出納を閉

鎖いたしました。出納閉鎖の結果につきましては、次の出納閉鎖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。令和元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。（１）一般会計。繰越明許費・事故繰

越財源６，６３０万３，０００円を除き、実質収支は７，６３１万８７，５０６円となり、

地方財政法第７条第１項の規定に基づき ５，０００万円を減債基金に積み立て、残余の２，

６３１万７，５０６円を令和２年度に繰り越しました。（２）国民健康保険事業特別会計から

（７）の簡易水道特別会計につきましては、全て剰余金の全額を令和２年度に繰越をいたし

ました。（８）集落排水事業特別会計。繰越明許費財源が１１万９，０００円、残余の３２万

７，９７６円を令和２年度に繰り越しをいたしました。（９）朝日財産区特別会計。剰余金の

全額１，３２７万４，１７９円を令和２年度に繰り越しをいたしました。 

３、町職員の新規採用についてでございます。令和２年６月１日付で、次の者を職員とし

て採用いたしました。氏名、渡邉竜二。所属、朝日診療所、看護師でございます。  

  ４、林野火災について。発生日時、令和２年６月７日、日曜日、午前９時１５分。発生場

所、蒲生字北山地内。被害状況、林野約２平方メートル。発生源、調査中であります。出動

消防団員９１名。出動機械器具、放水口数については記載のとおりでございます。  

  ５、只見町立小中学校の学校再開と臨時休業の補充についてでございます。新型コロナウ

イルスの影響により臨時休業をしておりました町内の小中学校について、５月２５日、月曜

から通常授業を再開しております。それに先立ち、小中学校それぞれ６日間の登校日を設け、

通常再開に向けて段階を踏むとともに、感染防止に万全の対策を講じたうえで教育活動を再

開したところであります。なお、臨時休業の補充として、７月２１日、火曜から７月３１日、

金曜まで、１学期を延長して授業日といたします。 

  以上のとおり報告をいたします。 

○議長（大塚純一郎君） これで、行政諸報告は終わりました。 
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◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎議案一括上程 

○議長（大塚純一郎君） 日程第４、議案一括上程を行います。 

  議案第６５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（大塚純一郎君） 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、令和２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６５号 只見町税条例の一部を改正する条例につきましては、新型コロナウイルス

感染症の影響に対応するための地方税法等の一部改正に伴い、徴収の猶予制度の特例、固定

資産税軽減措置等の改正をお願いするものであります。  

議案第６６号 固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例につきましては、行政

手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正に併せた所要の改正をお願い

するものであります。 

議案第６７号 只見町国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、新型コロ

ナウイルス感染症に感染した被保険者に係る傷病手当金支給に関する改正をお願いするもの

であります。 

議案第６８号 只見町介護保険条例の一部を改正する条例につきましては、法律等の改正

により低所得者の保険料軽減強化にかかる改正をお願いするものであります。  

議案第６９号 令和２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１億６，７８０万８，０００円を追加し、歳入歳出総額を５８億７，７７６万５，

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、
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国県支出金においては介護保険の低所得者保険料軽減負担金の増額、新型コロナウイルス感

染症対応のための国庫補助金及び財政調整基金繰入金、令和元年度の繰越金、町債の増額が

主な内容であります。 

歳出予算の主なものについてでありますが、まずは議会費をはじめとした各科目において、

定期人事異動に伴う所要の人件費補正及び会計年度任用職員制度運用開始に伴う補正のお願

いを、また、新型コロナウイルス感染症対応のため、いくつかの科目において国庫補助金及

び財政調整基金を財源とした各種事業費を計上しておりますのであらかじめ申し上げます。 

総務費のうち一般管理費におきまして、新型コロナウイルス感染症対応のための備品費２

７３万８，０００円、企画費では若者定住支援のための補助金３００万円の増額補正をお願

いしております。 

民生費では、介護保険低所得者保険料軽減分の繰出金４５４万９，０００円、地域包括支

援センターへの繰出金１５６万２，０００円をお願いしております。  

農林水産業費のうち、交流施設費では季の郷湯ら里の源泉ポンプ等修繕費として１４３万

円、林道費では橋梁補修工事費等９３７万９，０００円を追加するものであります。  

商工費では、商工振興費において新型コロナウイルス感染症に係る経済対策経費として９，

９６７万２，０００円、只見スキー場管理費では備品費として１０４万７，０００円の増額

をお願いしております。 

教育費では、小学校費及び中学校費で新型コロナウイルス感染症対応のための学校管理備

品として、空気清浄機購入費８６４万円の追加をお願いするものでございます。  

以上、主な内容を申し上げましたので、よろしくお願いをいたします。  

議案第７０号 令和２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、基数調査に基づいた本算定予算であります。歳入は、既定の税率での算定による保険

税収入、傷病手当金の財源としての県支出金、財源不足分として基金繰入金をお願いしてお

ります。歳出は、傷病手当金の他、所要の補正をお願いするものであります。  

議案第７１号 令和２年度只見町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）ですが、歳入

は低所得者保険料軽減に関して介護保険料の減額と一般会計からの繰入金増額、令和元年度

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等の補正

が主なものであります。 

議案第７２号 令和２年度只見町地域包括支援センター特別会計補正予算（第１号）につ
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きましては、人事異動に伴う所要の補正をお願いするものであります。  

議案第７３号 令和２年度只見町簡易水道特別会計補正予算（第１号）ですが、歳入は事

業執行にあたっての起債申請による基金繰入金との調整、令和元年度繰越金及び雑入として

の物件移転補償費、歳出は黒谷地区に係る工事請負費の補正が主なものであります。  

報告第２号 専決処分の報告についてでありますが、専決処分いたしました条例や各補正

予算の報告、報告第３号及び第４号は予算の繰越計算書の報告を申し上げるものであります。 

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、よろしくご審議の上、

ご議決くださいますようお願いをいたします 

○議長（大塚純一郎君） 提案理由の説明は終わりました。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎各委員会の所管事務調査報告 

○議長（大塚純一郎君） 日程第６、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、山岸国夫委員長の報告を求めます。  

  委員長は登壇願います。 

  山岸国夫君。 

          〔総務厚生常任委員会委員長 山岸国夫君 登壇〕 

○総務厚生常任委員会委員長（山岸国夫君） 総務厚生常任委員会所管事務調査報告をいたし

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、所管事務調査事項。（１）朝日診療所の運営に関する調査。（２）事務の適正管理

と職員の健康管理に関する調査。（３）人口減少対策に関する調査。（４）新たな自主財源確

保に関する調査。 

  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。（３）調査日、５月１９日、５月２８日。出席委員、６名全員、記載のとおりでありま

す。 

  ３、調査結果及び意見。朝日診療所の医師と看護師確保が最優先課題として位置付けて調
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査することを確認した。今後も引き続き、委員会調査及び所管事務調査を行う。  

  以上であります。 

○議長（大塚純一郎君） 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。  

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○議長（大塚純一郎君） 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、鈴木好行委員長の報告を求めます。  

  委員長は登壇願います。 

  鈴木好行君。 

          〔経済文教常任委員会委員長 鈴木好行君 登壇〕 

○経済文教常任委員会委員長（鈴木好行君） 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。 

  当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。  

  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只見線と国道２８９号八十里越の開通を見据えた利活用に関する調査。

（６）新型コロナウイルスによる経済影響に関する調査。  

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

務調査、現地調査。（３）調査日、４月２４、３０日、５月の１３日、１９日、２６日。出席

委員、記載のとおりでございます。 

  ３、調査結果及び意見。新型コロナウイルスによる経済影響調査において、観光商工課、

教育委員会の対応や今後の政策を協議するとともに、５月１３日に町内業者への聞き取りを

実施し、町独自のコロナウイルス対策を継続して調査することとした。また、付託を受けた、

布沢太田地区の町道拡幅に関する陳情については、農林建設課とともに、５月１９日の現地

調査において布沢区長の内容説明を受け、継続して審査することとした。  

  以上でございます。 

○議長（大塚純一郎君） 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」と呼ぶものあり〕 
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○議長（大塚純一郎君） 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、小沼信孝委員長の報告を求めます。  

  委員長は登壇願います。 

  小沼信孝君。 

          〔広報広聴常任委員会委員長 小沼信孝君 登壇〕 

○広聴広報常任委員会委員長（小沼信孝君） 広報広聴常任委員会所管事務調査報告をいたし

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、所管事務調査報告。（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。 

  ２、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

広報広聴の充実に関する調査。（２）調査方法、事務調査。（３）調査日。これ、新旧委員の

出席日数が書いてありますが、記載のとおりでございます。出席委員も記載のとおりでござ

います。 

  ３、具体的な取り組み内容。調査経過。これも新旧の委員の記載のとおりの内容となって

おります。次のページ、（２）議会だよりの編集及び発行に関する調査。委員会では読みやす

くわかりやすい誌面づくり、定例月議会後のタイムリーな議会だよりの発行に努めていく。

（３）議会広報広聴の充実に関する調査。議会としてのわかりやすい広報は勿論だが、委員

会としてはできるだけ多くの町民の声を聴く広聴活動にも力を入れて取り組んでいきたい。

（４）議会の開かれた情報発信の調査研究。議会のＩＣＴ化に向けた調査を引き続き取り組

んでいく。 

  以上でございます。 

○議長（大塚純一郎君） 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、お聞きしたいことはありませんか。  

〔「ありません」と呼ぶものあり〕 

○議長（大塚純一郎君） 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、齋藤委員長の報告を求めます。 
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  委員長は登壇願います。 

  齋藤邦夫君。 

          〔議会運営委員会委員長 齋藤邦夫君 登壇〕 

○議会運営委員会委員長（齋藤邦夫君） それでは、議会運営委員会所管事務報告書を行いま

す。報告を行います。 

  本委員会の所管事務調査報告書についての調査経過並びに結果を下記のとおり報告します。 

  記。１として、所管事務調査事項につきましては、（１）議会の運営に関する調査。（２）

議会の会議規則、委員会条例に関する調査。（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

であります。 

  ２としまして、調査の経過及び結果については、（１）の調査事項から（２）の調査方法、

（３）の調査日、（４）出席委員については記載のとおりでございます。（５）調査結果につ

きましては、４月２４日、所管事務調査については、その他を協議いたしました。４月の３

０日、１）只見町議会４月第２回会議の開催にあたりまして、議事日程等を協議いたしまし

た。当局から議案は予算など計４件でございました。５月１５日、１）只見町議会５且つ会

議の開催にあたり議事日程を協議し、当局提出議案は予算など計４件でございました。２）

議会運営に関する申し合せ・先例について。３）全員協議会の開催についてを協議いたしま

した。６月４日、１）只見町議会６月議会の開催にあたりまして議事日程を協議し、当局提

出議案は予算など計１２件でございました。会議日程を６月９日から１２日までの４日間と

して、２）諸般の報告について、３）請願・陳情付託について、４）各委員会の所管事務報

告、５）各一部事務組合議会報告について、６）一般質問の通告内容について、７）要望書

の取り扱いについて、８）全員協議会の開催について、９）その他までを協議いたしました。  

  以上でございます。 

○議長（大塚純一郎君） 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、お聞きしたいことはありませんか。  

〔「ありません」と呼ぶものあり〕 

○議長（大塚純一郎君） それでは、これをもって報告済みといたします。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 
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     ◎各一部事務組合議会報告について 

○議長（大塚純一郎君） 日程第７、各一部事務組合議会報告について。 

  各一部事務組合議会へ進出されている議員からの報告を求めます。  

  最初に、南会津地方広域市町村圏組合議員、中野大徳議員の報告を求めます。  

  中野議員は登壇願います。  

  中野大徳君。 

          〔７番 中野大徳君 登壇〕 

○７番（中野大徳君） 南会津地方広域市町村圏組合広域議会報告書。 

  本組合議会の会議等内容について、下記のとおり報告いたします。  

  記としまして、（１）令和２年第２回南会津地方広域市町村圏組合議会臨時会。日時、令和

２年５月１日、金曜日の１時半からでした。場所、南会津地方広域市町村圏組合消防本部大

会議室。出席者は大塚純一郎議長と私でございます。内容。①としまして、下郷町議会議員

選挙及び只見町議会議員選挙による組合議員の変更で、地方自治法第１１８条第２項の規定

により指名推薦され、議長に下郷町議会の小玉智和議員、副議長に当町議長の大塚純一郎氏

が選出されました。②議案第１６号から議案第１７号が一括上程され、議決されました。１）

としまして、議案第１６号 工事請負金額の一部変更について（新消防庁舎建設事業旧消防

庁舎解体工事）であります。旧消防庁舎解体工事の金額を変更前８，４３７万円から変更後

９，５９４万６，４００円に改めるものでありました。変更理由は、基礎解体工事伴う地盤

掘削時に旧消防庁舎建設以前のコンクリート構造物が確認されたため撤去処分を追加したこ

とと、内装仕上材撤去時にスタイロフォームが確認されたため撤去処分を追加したことによ

る。２）議案第１７号 令和２年度南会津地方広域市町村圏組合一般会計補正予算（第１号）。

これは議案第１６号による１，１５７万７，０００円を追加したものでありました。追加し

ますが、このスタイロフォームという言葉ですが、当町の説明ではアスベスト除去費という

ことで、今回、６月の補正予算で２３５万円ですか、の負担要請が上程されておるようであ

りますので、よろしくお願い申し上げます。 

  以上です。 

○議長（大塚純一郎君） 報告は終わりました。 

  ただ今の委員長報告に対して、お聞きしたいことはありませんか。  
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〔「ありません」と呼ぶものあり〕 

○議長（大塚純一郎君） それでは、これをもって報告済みといたします。 

  続いて、南会津地方環境衛生組合、矢沢明伸議員の報告を求めます。  

  矢沢議員は登壇願います。 

  矢沢明伸君。 

          〔６番 矢沢明伸君 登壇〕 

○６番（矢沢明伸君） それでは、南会津地方環境衛生組合議会報告を申し上げます。  

  記としまして、（１）令和２年第２回南会津地方環境衛生組合議会臨時会であります。日時

としまして、令和２年５月２０日、水曜日、午前１０時からの開会であります。場所は南会

津地方環境衛生組合会議室。出席者は大塚純一郎議長。それから酒井正吉郎議員。あと私で

あります。内容ですが、①下郷町議会議員選挙、只見町議会選挙による組合議員の変更で地

方自治法第１１８条第２項の規定により指名推薦され、議長に下郷町の佐藤盛男議員、副議

長に只見町の大塚純一郎議長が選出されました。②としまして、議案第１２号から議案第１

４号が一括上程され、議決されました。１）議案第１２号でありますが、専決第１号としま

して、令和元年度補正予算（第５号）の須賀川市の１日１０トンの災害可燃ごみの搬入確定

をしましたことによりまして、２，４６６万３，０００円のごみ処理手数料の増額でありま

す。２）としまして、議案第１３号でありますが、令和２年度補正予算（第１号）としまし

て、人事異動による補正予算であります。予備費で調整し歳出合計補正額を０円としたもの

であります。３）でありますが、議案第１４号、６月２日任期満了となる監査委員の選出に

ついてでありますが、南会津町の木下光廣氏が再任され、任期は令和２年６月３日から４年

となります。③としまして、追加議案として議案第１５号が上程されまして、監査委員の選

任について、南会津町の高野精一議員が選任されました。  

  以上であります。 

○議長（大塚純一郎君） 報告は終わりました。 

  ただ今の報告に対して、お聞きしたいことはありませんか。  

〔「ありません」と呼ぶものあり〕 

○議長（大塚純一郎君） それでは、これをもって報告済みといたします。 

 

◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇      ◇◇◇◇◇ 
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    ◎散会の宣告 

○議長（大塚純一郎君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

  本日は、これにて散会いたします。 

  ご苦労様でした。 

（午前１０時３７分） 
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