
平成２ 年第１回（３月）泉崎村議会定例会報告4

１、会 期 平成２ 年３月２日（金）～３月１４日（水）１３日間4
２、議 案 等 報告 １件

議案 ２７件

選挙 １件

発議 ３件

３、一 般 質 問 平成２４年３月９日（金） ６名

４、請願・陳情 請願書 １件

陳情書 １件

◎議案等の審議及び概要は次のとおりです。

報告第 １号 専決処分の承認を求めることについて【 】

（原案可決） ◇福島県市町村総合事務組合を組織する団体数の増減及び福島県市町村総

合事務組合の規約の変更について、専決処分したので、議会に報告し承認

を求めるものです。

議案第 ３号 泉崎村東日本大震災復興基金条例の制定について【 】

（原案可決） ◇東日本大震災からの復興に向けて、住民生活の安定や地域の実情に応じ

た、きめ細やかな取り組みを行うため、基金を設置するものです。

議案第 ４号 議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正す【 】

る条例（原案可決）

◇県人事委員会の勧告に基づき、議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償

に関する条例の一部を改正するものです。

議案第 ５号 泉崎村課設置条例の一部を改正条例【 】

（原案可決） ◇東京電力（株）福島第一原子力発電所事故により放出された放射性物質

により汚染された住宅、公共施設、通学路そして土壌等の除染の業務を行

い、村民の生活環境改善に対処する除染対策室を設置するものです。

議案第 ６号 泉崎村税条例の一部を改正する条例【 】

（原案可決） ◇地方税法の一部を改正する法律、東日本大震災から復興に関し地方公共

団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税法の臨

時特例に関する法律並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を

図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改

、 、 。正する法律の公布 施行により 泉崎村税条例の一部を改正するものです

議案第 ７号 泉崎村国民健康保険条例の一部を改正する条例【 】

（原案可決） ◇平成２４年４月１日より国民健康保険の被保険者である乳幼児・児童・

生徒（１５歳）の０割負担を拡大し、乳幼児・児童・生徒（１８歳）まで

とするため、所要の改正をするものです。

議案第 ８号 泉崎村営住宅管理条例の一部を改正する条例【 】

（原案可決） ◇公営住宅法の一部改正に伴い、所要の改正をするものです。



議案第 ９号 泉崎村水道事業給水条例の一部を改正する条例【 】

（原案可決） ◇近隣市町村の基本料金比較により、一世帯（２０㍉㍍）の基本料金の減

額を図るため改正するものです。

議案第１０号 泉崎村介護保険条例の一部を改正する条例【 】

（原案可決） ◇平成２４年度からの第５期介護保険事業計画の見直しに伴い、介護サー

ビス費の増加が見込まれることから、介護保険事業運営の円滑かつ適正を

図るため、介護保険料を改正するものです。

議案第１１号 泉崎村障がい者支援センターの指定管理者の指定について【 】

（原案可決） ◇泉崎村障がい者支援センターの運営業務を指定管理者に委託することに

ついて議会の議決を求めるものです。

議案第１２号 平成 年度泉崎村一般会計補正予算（第７号）【 】 23
（原案可決） ◇歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 千円を追加し、歳入歳353,566

出予算の総額を歳入歳出それぞれ 千円とするものです。5,540,548
議案第１３号 平成 年度泉崎村国民健康保険特別会計補正予算（第４号）【 】 23

（原案可決） ◇歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 千円を追加し、歳入歳15,931
出予算の総額を歳入歳出それぞれ 千円とするものです。783,204

議案第１４号 平成 年度泉崎村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）【 】 23
（原案可決） ◇歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 千円を減額し、歳入歳4,100

出予算の総額を歳入歳出それぞれ 千円とするものです。42,393
議案第１５号 平成 年度泉崎村国民健康保険診療所特別会計補正予算（第３号）【 】 23

、（原案可決） ◇規定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 千円を減額し12,000
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 千円とするものです。10,643

議案第１６号 平成 年度泉崎村介護保険特別会計補正予算（第３号）【 】 23
（原案可決） ◇歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 千円を減額し、歳入歳17,016

出予算の総額を歳入歳出それぞれ 千円とするものです。457,286
議案第１７号 平成 年度泉崎村農業集落排水処理事業特別会計補正予算（第４号）【 】 23

（原案可決） ◇歳入歳出予算の総額に歳入歳出予算それぞれ 千円を減額し、歳30,960
入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 千円とするものです。658,459

議案第１８号 平成 年度泉崎村工業用地造成事業会計補正予算（第３号）【 】 23
（原案可決） ◇業務の予定量の土地売却面積 ㎡を ㎡に改め、収益40,000.00 34,400.00

的収入及び支出の予定額並びに資本的支出の予定額を補正するものです。

議案第１９号 平成 年度泉崎村住宅用地造成事業会計補正予算（第４号）【 】 23
（原案可決） ◇業務の予定量の土地売却面積 ㎡を ㎡に改め、収益的5,447.17 3,390.99

収入及び支出の予定額並びに資本的支出の予定額を補正するものです。

議案第２０号 平成 年度泉崎村一般会計予算【 】 24
。（原案可決） ◇歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 千円と定めるものです5,397,000

（前年度対比 ％増）69.5
議案第２１号 平成 年度泉崎村国民健康保険診療所特別会計予算【 】 24

（原案可決） ◇歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 千円と定めるものです。740,897
（前年度対比 ％減）1.9



議案第２２号 平成 年度泉崎村後期高齢者医療特別会計予算【 】 24
。（原案可決） ◇歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 千円と定めるものです43,967

（前年度対比 ％減）5.4
議案第２３号 平成 年度泉崎村国民健康保健診療所特別会計予算【 】 24

（原案可決） ◇歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 千円と定めるものです。41
（前年度対比 ％減）38.8

議案第２４号 平成 年度泉崎村介護保険特別会計予算【 】 24
（原案可決） ◇歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 千円と定めるものです。381,262

（前年度対比 ％減）0.6
議案第２５号 平成 年度泉崎村介護老人保健施設特別会計予算【 】 24

（原案可決） ◇歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 千円と定めるものです。390
（前年度対比 ％減）6.5

議案第２６号 平成 年度泉崎村農業集落排水処理事業特別会計予算【 】 24
、 。（原案可決） ◇歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 千円と定めるものです231,878

（前年度対比 ％減）3.1
議案第２７号 平成 年度泉崎村水道事業会計予算【 】 24

（原案可決） ◇業務の予定量

・給水戸数 戸1,993
840,573t・年間総給水量

2,303t・１日平均給水量

収益的収入及び支出、資本的収入及び支出の予定額を定めるものです。

（前年度対比 ％減）4.7
議案第２８号 平成 年度泉崎村工業用地造成事業会計予算【 】 24

（原案可決） ◇業務の予定量は、土地売却面積 ㎡と定め、収益的収入及び支23,000.00
出並びに資本的収入及び支出の予定額を定めるものです。

（前年度対比 ％減）42,2
議案第２９号 平成 年度泉崎村住宅用地造成事業会計予算【 】 24

、 、 、（原案可決） ◇業務の予定量は 土地売却面積 ㎡と定め 収益的収入及び支出5,447.17
資本的収入及び支出の予定額定めるものです。

（前年度対比 ％増）2.5
選挙第 １号 白河地方広域市町村圏整備組合議会議員選挙について【 】

◇白河地方広域市町村圏整備組合規約第５条に基づき、組合議会議員を議

会議員の中から選出するものです。

当選者：氏名 中野目 正 治 議員（議会議長）

：氏名 小 林 勝 衛 議員（議会副議長）

＊採択されました請願及び陳情は、議員発議により議会に提案され、可決後、◎発 議

意見書として国、県等の関係機関へ積極的に働きかけを行うものです。

発議第 １号 福島県庁の移転を求める要望書の提出について【 】

（原案可決）



発議第 ２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の提出について【 】

（原案可決）

発議第 ３号 文部科学省原子力損害賠償紛争審査会が示した「東京電力株式会社福島第【 】

一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間（原案可決）

指針追補（自主避難等に係る損害について 」に抗議し是正を求める意見書）

について

◎請 願 書

受理№１ 福島県庁を県中地区へ移転することについて

（採択） 提出者：西白河郡北部地域商工会広域連携

協議会長

◎陳 情 書

受理№１ 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

（採択） 提出者：日本労働組合総連合会福島県連合会

白河地区連合会議長

（以上）


