
平成平成平成平成２１２１２１２１年第年第年第年第１１１１回回回回（（（（３３３３月月月月））））泉崎村議会定例会報告泉崎村議会定例会報告泉崎村議会定例会報告泉崎村議会定例会報告

平成平成平成平成２１２１２１２１年第年第年第年第１１１１回回回回（（（（３３３３月月月月））））泉崎村議会定例会泉崎村議会定例会泉崎村議会定例会泉崎村議会定例会はははは、、、、３３３３月月月月２２２２日日日日にににに召集告示召集告示召集告示召集告示がされがされがされがされ、、、、３３３３月月月月５５５５日日日日

からからからから１８１８１８１８日日日日までのまでのまでのまでの１４１４１４１４日間日間日間日間のののの会期会期会期会期でででで行行行行われましたわれましたわれましたわれました。。。。

提出提出提出提出されましたされましたされましたされました議案等議案等議案等議案等につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、議案議案議案議案２９２９２９２９件件件件、、、、報告報告報告報告１１１１件件件件、、、、議員発議議員発議議員発議議員発議４４４４件件件件のののの計計計計３４３４３４３４件件件件

でででで、、、、３３３３月月月月１７１７１７１７日日日日、、、、１８１８１８１８日日日日のののの２２２２日間日間日間日間でででで議案審議議案審議議案審議議案審議がががが行行行行われわれわれわれ、、、、全議案全議案全議案全議案がががが可決可決可決可決されましたされましたされましたされました。。。。

なおなおなおなお、、、、一般質問一般質問一般質問一般質問につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、議会改革議会改革議会改革議会改革のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会をををを目指目指目指目指してしてしてして、、、、３３３３月月月月

１４１４１４１４日土曜日日土曜日日土曜日日土曜日にににに５５５５名名名名のののの議員議員議員議員によりによりによりにより行行行行われましたわれましたわれましたわれました。。。。

またまたまたまた、、、、請願書請願書請願書請願書２２２２件件件件、、、、陳情書陳情書陳情書陳情書３３３３件件件件がががが提出提出提出提出されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、全全全全てててて採択採択採択採択となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。

可決議案可決議案可決議案可決議案

報告第報告第報告第報告第 １１１１号 専決処分号 専決処分号 専決処分号 専決処分のののの承認承認承認承認をををを求求求求めることについてめることについてめることについてめることについて【 】【 】【 】【 】

◇福島県市町村総合事務組合を組織する団体数の減少及び構成する団体

の名称変更による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、議会の承認を得たものです。

議案第議案第議案第議案第 ５５５５号 公号 公号 公号 公のののの施設施設施設施設のののの相互利用相互利用相互利用相互利用にににに関関関関するするするする協議協議協議協議についてについてについてについて【 】【 】【 】【 】

◇白河市、西郷村、泉崎村、中島村及び矢吹町の公の施設の相互利用に

関する協議について、地方自治法第２４４条の３第３項の規定により、

議会の議決を得たものです。

議案第議案第議案第議案第 ６６６６号 泉崎村公号 泉崎村公号 泉崎村公号 泉崎村公のののの施設施設施設施設のののの利用利用利用利用のののの特例特例特例特例にににに関関関関するするするする条例条例条例条例【 】【 】【 】【 】

◇白河市、西郷村、泉崎村、中島村及び矢吹町の公の施設の相互利用に

関する協定を実施するため条例を制定したものです。

議案第議案第議案第議案第 ７７７７号 泉崎村長期継続契約号 泉崎村長期継続契約号 泉崎村長期継続契約号 泉崎村長期継続契約をををを締結締結締結締結することができるすることができるすることができるすることができる契約契約契約契約にににに関関関関するするするする条例条例条例条例【 】【 】【 】【 】

◇物品の借り入れ、役務の提供に関する契約で、複数年にわたり契約を

締結することができる契約を定めるため条例を制定したものです。

議案第議案第議案第議案第 ８８８８号 泉崎村国民健康保険条例号 泉崎村国民健康保険条例号 泉崎村国民健康保険条例号 泉崎村国民健康保険条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例【 】【 】【 】【 】

◇平成２１年４月１日より村立病院を廃止し、新たに無床診療所を開設

されることに伴い条例の一部を改正したものです。

議案第議案第議案第議案第 ９９９９号 泉崎村介護保険臨時特例基金条例号 泉崎村介護保険臨時特例基金条例号 泉崎村介護保険臨時特例基金条例号 泉崎村介護保険臨時特例基金条例【 】【 】【 】【 】

◇平成２１年４月施行の介護報酬の改定に伴う増加額の保険料を軽減並

びに軽減に係る広報活動等に要する費用に充てる基金を設置する条例を

制定したものです。

議案第議案第議案第議案第１０１０１０１０号 泉崎村介護保険条例号 泉崎村介護保険条例号 泉崎村介護保険条例号 泉崎村介護保険条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例【 】【 】【 】【 】

◇平成２１年４月から施行される介護報酬の改定に伴い、介護保険料を

変更し、保険料の増加する第１号被保険者の保険料を泉崎村介護保険臨

時特例基金条例の制定に伴い軽減措置をとる等条例の一部を改正したも

のです。

議案第議案第議案第議案第１１１１１１１１号 泉崎村愛郷基金条例号 泉崎村愛郷基金条例号 泉崎村愛郷基金条例号 泉崎村愛郷基金条例【 】【 】【 】【 】

◇ふるさと納税により寄付者から収受した寄付金を適正に管理するため

（次ページへ）条例を制定したものです。



議案第議案第議案第議案第１２１２１２１２号 平成号 平成号 平成号 平成２０２０２０２０年度一般会計補正予算年度一般会計補正予算年度一般会計補正予算年度一般会計補正予算（（（（第第第第４４４４号号号号））））【 】【 】【 】【 】

◇既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 千円を追加151,441

し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 千円としたも3,388,298

のです。

議案第議案第議案第議案第１３１３１３１３号 平成号 平成号 平成号 平成２０２０２０２０年度泉崎村国民健康保険特別会計補正予算年度泉崎村国民健康保険特別会計補正予算年度泉崎村国民健康保険特別会計補正予算年度泉崎村国民健康保険特別会計補正予算（（（（第第第第３３３３号号号号））））【 】【 】【 】【 】

、 、◇既定の歳入歳出予算の総額に 歳入歳出それぞれ 千円を追加し6,030

、 。歳入歳出予算の総額を 歳入歳出それぞれ 千円としたものです750,659

議案第議案第議案第議案第１４１４１４１４号 平成号 平成号 平成号 平成２０２０２０２０年度泉崎村老人保健特別会計補正予算年度泉崎村老人保健特別会計補正予算年度泉崎村老人保健特別会計補正予算年度泉崎村老人保健特別会計補正予算（（（（第第第第２２２２号号号号））））【 】【 】【 】【 】

◇既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 千円を減額14,000

し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 千円としたもの66,337

です。

議案第議案第議案第議案第１５１５１５１５号 平成号 平成号 平成号 平成２０２０２０２０年度泉崎村後期高齢者医療特別会計補正予算年度泉崎村後期高齢者医療特別会計補正予算年度泉崎村後期高齢者医療特別会計補正予算年度泉崎村後期高齢者医療特別会計補正予算（（（（第第第第１１１１号号号号））））【 】【 】【 】【 】

、 、◇規定の歳入歳出予算の総額に 歳入歳出それぞれ 千円を減額し5,793

、 。歳入歳出予算の総額を 歳入歳出それぞれ 千円としたものです41,573

議案第議案第議案第議案第１６１６１６１６号 平成号 平成号 平成号 平成２０２０２０２０年度泉崎村介護保険特別会計補正予算年度泉崎村介護保険特別会計補正予算年度泉崎村介護保険特別会計補正予算年度泉崎村介護保険特別会計補正予算（（（（第第第第３３３３号号号号））））【 】【 】【 】【 】

、 、◇既定の歳入歳出予算の総額に 歳入歳出それぞれ 千円を追加し9,520

、 。歳入歳出予算の総額を 歳入歳出それぞれ 千円としたものです308,073

議案第議案第議案第議案第１７１７１７１７号 平成号 平成号 平成号 平成２０２０２０２０年度泉崎村農業集落排水処理事業特別会計補正予算年度泉崎村農業集落排水処理事業特別会計補正予算年度泉崎村農業集落排水処理事業特別会計補正予算年度泉崎村農業集落排水処理事業特別会計補正予算（（（（第第第第２２２２号号号号））））【 】【 】【 】【 】

◇既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 千円を追加し、500

、 。歳入歳出予算の総額を 歳入歳出それぞれ 千円としたものです393,400

議案第議案第議案第議案第１８１８１８１８号 平成号 平成号 平成号 平成２０２０２０２０年度泉崎村水道事業会計補正予算年度泉崎村水道事業会計補正予算年度泉崎村水道事業会計補正予算年度泉崎村水道事業会計補正予算（（（（第第第第１１１１号号号号））））【 】【 】【 】【 】

◇資本的支出において、企業債償還金 千円を増額し、資本的支出予100

算総額を 千円としたものです。361,779

議案第議案第議案第議案第１９１９１９１９号 平成号 平成号 平成号 平成２０２０２０２０年度泉崎村病院事業会計補正予算年度泉崎村病院事業会計補正予算年度泉崎村病院事業会計補正予算年度泉崎村病院事業会計補正予算（（（（第第第第２２２２号号号号））））【 】【 】【 】【 】

◇収益的収入一般会計補助、 千円、県補助 千円を増額し、収64,103 273

益的収入総額を 千円に、収益的支出 千円を増額し、収636,794 273

益的支出総額を 千円としたものです。557,360

議案第議案第議案第議案第２０２０２０２０号 平成号 平成号 平成号 平成２０２０２０２０年度泉崎村住宅用地造成事業会計補正予算年度泉崎村住宅用地造成事業会計補正予算年度泉崎村住宅用地造成事業会計補正予算年度泉崎村住宅用地造成事業会計補正予算（（（（第第第第２２２２号号号号））））【 】【 】【 】【 】

◇土地の売却面積を ㎡とし、収益的収入を 千円に、20,129.13 302,614

収益的支出を 千円に減額し、資本的支出においても 千260,983 304,141

円に減額補正したものです。

議案第議案第議案第議案第２１２１２１２１号 平成号 平成号 平成号 平成２０２０２０２０年度泉崎村工業用地造成事業会計補正予算年度泉崎村工業用地造成事業会計補正予算年度泉崎村工業用地造成事業会計補正予算年度泉崎村工業用地造成事業会計補正予算（（（（第第第第２２２２号号号号））））【 】【 】【 】【 】

◇土地売却面積を ㎡とし、収益的収入を 千円に、収益1,529.00 93,228

的支出を 千円に減額し、資本的支出においても 千円に86,577 122,099

減額補正したものです。

議案第議案第議案第議案第２２２２２２２２号 平成号 平成号 平成号 平成２１２１２１２１年度泉崎村一般会計予算年度泉崎村一般会計予算年度泉崎村一般会計予算年度泉崎村一般会計予算【 】【 】【 】【 】

◇歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 千円（前年度対2,959,000

比 ％増）としたものです。7.4

議案第議案第議案第議案第２３２３２３２３号 平成号 平成号 平成号 平成２１２１２１２１年度泉崎村国民健康保険特別会計予算年度泉崎村国民健康保険特別会計予算年度泉崎村国民健康保険特別会計予算年度泉崎村国民健康保険特別会計予算【 】【 】【 】【 】

◇歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 千円（前年度対728,380

（次ページへ）比 ％増）としたものです。3.5



議案第議案第議案第議案第２４２４２４２４号 平成号 平成号 平成号 平成２１２１２１２１年度泉崎村老人保健特別会計予算年度泉崎村老人保健特別会計予算年度泉崎村老人保健特別会計予算年度泉崎村老人保健特別会計予算【 】【 】【 】【 】

◇歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 千円（後期高齢者6,436

） 。医療制度に発足に伴うもので前年度対比 ％減 としたものです91.3

議案第議案第議案第議案第２５２５２５２５号 平成号 平成号 平成号 平成２１２１２１２１年度泉崎村後期高齢者医療特別会計予算年度泉崎村後期高齢者医療特別会計予算年度泉崎村後期高齢者医療特別会計予算年度泉崎村後期高齢者医療特別会計予算【 】【 】【 】【 】

◇歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 千円（前年度対比46,173

は ％減）としたものです。2.5

議案第議案第議案第議案第２６２６２６２６号 平成号 平成号 平成号 平成２１２１２１２１年度泉崎村介護保険特別会計予算年度泉崎村介護保険特別会計予算年度泉崎村介護保険特別会計予算年度泉崎村介護保険特別会計予算【 】【 】【 】【 】

◇歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 千円（前年度対比380,821

％増）としたものです。36.8

議案第議案第議案第議案第２７２７２７２７号 平成号 平成号 平成号 平成２１２１２１２１年度泉崎村国民健康保険診療所特別会計予算年度泉崎村国民健康保険診療所特別会計予算年度泉崎村国民健康保険診療所特別会計予算年度泉崎村国民健康保険診療所特別会計予算【 】【 】【 】【 】

◇泉崎村国民健康保険診療所の設置に伴い、特別会計の歳入歳出予算の

総額を、歳入歳出それぞれ 千円としたものです。5,025

議案第議案第議案第議案第２８２８２８２８号 平成号 平成号 平成号 平成２１２１２１２１年度泉崎村介護老人保健施設特別会計予算年度泉崎村介護老人保健施設特別会計予算年度泉崎村介護老人保健施設特別会計予算年度泉崎村介護老人保健施設特別会計予算【 】【 】【 】【 】

◇泉崎村介護老人保健施設の設置に伴い、特別会計の歳入歳出予算の総

額を、歳入歳出それぞれ 千円としたものです。30,406

議案第議案第議案第議案第２９２９２９２９号 平成号 平成号 平成号 平成２１２１２１２１年度泉崎村農業集落排水処理事業特別会計予算年度泉崎村農業集落排水処理事業特別会計予算年度泉崎村農業集落排水処理事業特別会計予算年度泉崎村農業集落排水処理事業特別会計予算【 】【 】【 】【 】

◇歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 千円（前年度対比378,500

％の減）としたものです。4.5

議案第議案第議案第議案第３０３０３０３０号 平成号 平成号 平成号 平成２１２１２１２１年度泉崎村水道事業会計予算年度泉崎村水道事業会計予算年度泉崎村水道事業会計予算年度泉崎村水道事業会計予算【 】【 】【 】【 】

◇給水戸数を 戸、年間総給水量を と定め、収益的収1,973 882,796 ㎥

入 千円、収益的支出 千円、資本的収入 千円、263,271 259,029 127,504

資 本的支出 千円としたものです。195,115

議案第議案第議案第議案第３１３１３１３１号 平成号 平成号 平成号 平成２２２２ 年度泉崎村工業用地造成事業会計予算年度泉崎村工業用地造成事業会計予算年度泉崎村工業用地造成事業会計予算年度泉崎村工業用地造成事業会計予算【 】【 】【 】【 】 1111

◇土地売却面積を ㎡と定め、収益的収入 千円、収益的3,352.84 555,798

支出 千円、資本的支出 千円としたものです。447,956 553,148

議案第議案第議案第議案第３２３２３２３２号 平成号 平成号 平成号 平成２１２１２１２１年度泉崎村住宅用地造成事業会計予算年度泉崎村住宅用地造成事業会計予算年度泉崎村住宅用地造成事業会計予算年度泉崎村住宅用地造成事業会計予算【 】【 】【 】【 】

◇土地売却面積を ㎡と定め、収益的収入 千円、収益的8,415.71 298,393

支出 千円、資本的支出 千円としたものです。260,395 249,152

議案第議案第議案第議案第３３３３３３３３号 泉崎村教育委員会委員号 泉崎村教育委員会委員号 泉崎村教育委員会委員号 泉崎村教育委員会委員のののの任命任命任命任命につきにつきにつきにつき同意同意同意同意をををを求求求求めることについてめることについてめることについてめることについて【 】【 】【 】【 】

◇泉崎村教育委員会委員の任期満了に伴い、委員の任命ついて議会の同

意を求めたものです。

住所：白河市字西三坂１３－７１

氏名： 齋 藤 邦 光

発 議発 議発 議発 議

発議第発議第発議第発議第 １１１１号 福島県最低賃金号 福島県最低賃金号 福島県最低賃金号 福島県最低賃金のののの引引引引きききき上上上上げとげとげとげと早期発効早期発効早期発効早期発効をををを求求求求めるめるめるめる意見書意見書意見書意見書のののの提出提出提出提出についてについてについてについて【 】【 】【 】【 】

発議第発議第発議第発議第 ２２２２号 雇用号 雇用号 雇用号 雇用をををを守守守守るるるる緊急対策及緊急対策及緊急対策及緊急対策及びびびび労働法制労働法制労働法制労働法制のののの改正改正改正改正をををを求求求求めるめるめるめる意見書意見書意見書意見書のののの提出提出提出提出についてについてについてについて【 】【 】【 】【 】

発議第発議第発議第発議第 ３３３３号 介護労働者号 介護労働者号 介護労働者号 介護労働者のののの処遇改善処遇改善処遇改善処遇改善をはじめをはじめをはじめをはじめ介護保険制度介護保険制度介護保険制度介護保険制度のののの抜本的改善抜本的改善抜本的改善抜本的改善をををを求求求求めるめるめるめる意見書意見書意見書意見書【 】【 】【 】【 】

（次ページへ）のののの提出提出提出提出についてについてについてについて



発議第発議第発議第発議第 ４４４４号 物価号 物価号 物価号 物価にににに見合見合見合見合うううう年金引年金引年金引年金引きききき上上上上げをげをげをげを求求求求めるめるめるめる意見書意見書意見書意見書のののの提出提出提出提出についてについてについてについて【 】【 】【 】【 】

◇発議第１号から第４号については、地方自治法第９９条の規定に基づ

き、意見書を国及び関係機関等に提出するためのものです。

請 願 介護労働者請 願 介護労働者請 願 介護労働者請 願 介護労働者のののの処遇改善処遇改善処遇改善処遇改善をはじめをはじめをはじめをはじめ介護保険制度介護保険制度介護保険制度介護保険制度のののの抜本的改善抜本的改善抜本的改善抜本的改善をををを求求求求めるめるめるめる国国国国へのへのへのへの

意見書意見書意見書意見書をををを提出提出提出提出するするするする請願書請願書請願書請願書

提出者：県南高齢者運動連絡会長

物価物価物価物価にににに見合見合見合見合うううう年金引年金引年金引年金引きききき上上上上げについてげについてげについてげについて意見書意見書意見書意見書のののの提出提出提出提出をををを求求求求めるめるめるめる請願書請願書請願書請願書

提出者：全日本年金者組合白河支部長

陳 情 書 村道八丸陳 情 書 村道八丸陳 情 書 村道八丸陳 情 書 村道八丸・・・・芦芦芦芦ノノノノ口線口線口線口線のののの擁壁改修工事擁壁改修工事擁壁改修工事擁壁改修工事にににに関関関関するするするする陳情書陳情書陳情書陳情書

提出者：外ノ入自治組合長 中ノ内自治組合長

福島県最低賃金福島県最低賃金福島県最低賃金福島県最低賃金のののの引引引引きききき上上上上げとげとげとげと早期発効早期発効早期発効早期発効をををを求求求求めるめるめるめる意見書提出意見書提出意見書提出意見書提出のののの陳情陳情陳情陳情についてについてについてについて

提出者：連合福島白河地区連合会議長

雇用雇用雇用雇用をををを守守守守るるるる緊急対策及緊急対策及緊急対策及緊急対策及びびびび労働法制労働法制労働法制労働法制のののの改正改正改正改正をををを求求求求めるめるめるめる意見書提出意見書提出意見書提出意見書提出のののの陳情陳情陳情陳情についてについてについてについて

提出者：福島県原爆被害者協議会会長

（以上）


