
1 会 期 令和2年3月5日（木）～3月17日（火） 13日間

2 議 案 等 議案 23件

発議 3件

3 一 般 質 問 令和2年3月12日（木）　8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。

【議案第１号】

（原案可決）

【議案第２号】

（原案可決）

【議案第３号】

（原案可決）

【議案第４号】

（原案可決）

【議案第５号】

（原案可決）

【議案第６号】

（原案可決）

令和２年第１回（３月）泉崎村議会定例会報告書

泉崎村印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例

泉崎村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する
条例

◇幼児教育・保育の無償化により、施設等利用給付の支給に関する事務が法定事務
の情報連携の対象とされたことにより、マイナンバーカードの活用を図るため、本条例
の所要の改正を行うものです。

泉崎村課設置条例の一部を改正する条例

◇総務課税務係を税務課税務係に機構改革することにより、業務管理の向上及び住
民サービスの向上を図るため、本条例の所要の改正を行うものです。

◇成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整
備に関する法律の施行に伴い、印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたた
め、条例の一部の改正を行うものです。

泉崎村定住促進条例の一部を改正する条例

◇天王台ニュータウン及び都橋住宅団地の販売促進を目的に制定した本条例の有
効期限令和2年3月31日を6ヶ月間延長するため所要の改正をするものです。

泉崎村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改
正する条例

◇地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、特別職で非常勤の区分の見直
しにより改正を行うものです。

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

◇令和元年10月に福島県人事委員会より出された特別職の期末手当について、県の
改正に準拠して、年間支給割合を3.35月分に引き上げるため、本条例の所要の改正
を行うものです。



【議案第７号】

（原案可決）

【議案第８号】

（原案可決）

【議案第９号】

（原案可決）

【議案第１０号】

（原案可決）

【議案第１１号】

（原案可決）

【議案第１２号】

（原案可決）

【議案第１3号】

（原案可決）

【議案第１４号】

（原案可決）

【議案第１５号】

（原案可決）

【議案第１６号】

（原案可決）

令和元年度泉崎村介護保険特別会計補正予算（第４号）

◇歳入歳出それぞれ968万6千円を減額し、歳入歳出の予算総額を　5億7,980万5千
円とするものです。

◇令和元年10月に福島県人事委員会より出された職員の給与について、県の改正に
準拠して、本条例の所要の改正を行うものであります。

令和元年度泉崎村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

◇歳入歳出それぞれ1,100万円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ
6,813万6千円とするものです。

令和２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33億4,891万2千円とするもです。
（前年比　8億9,811万4千円、21.1％減）

泉崎カントリーヴィレッジ・ターミナルの指定管理者の指定について

◇歳入歳出それぞれ2億1,058万3千円を減額し、歳入歳出それぞれ47億5,457万円と
するものです。

令和元年度泉崎村国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

◇歳入歳出それぞれ3,353万5千円を増額し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それ
ぞれ7億4,665万1千円とするものです。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

◇泉崎村公の施設における指定管理者の指定の手続きに関する条例第6条の規定
に基づき「有限会社イズミザキコーポレーション」を選定したので、指定について議会
の議決を得るためのものです。

村長等の諸給与及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例の一部を改正
する条例

◇令和元年10月に福島県人事委員会より出された特別職の期末手当について、県の
改正に準拠して、年間支給割合を3.35月分に引き上げるため、本条例の所要の改正
を行うものです。

泉崎村出産祝品贈呈に関する条例の一部を改正する条例

◇子育て家庭の支援を充実させるため、第３子以降の新生児に贈呈する祝品につい
て、所要の改正を行うものであります。

令和元年度泉崎村一般会計補正予算（第５号）

泉崎村水道事業給水条例の一部を改正する条例

◇水道法の一部が改正されたことに伴い、指定給水装置工事事業者制度における指
定の更新制度が導入されたため、条例の一部を改正するものです。



【議案第１７号】

（原案可決）

【議案第１８号】

（原案可決）

【議案第１９号】

（原案可決）

【議案第２０号】

（原案可決）

【議案第２１号】

（原案可決）

【議案第２２号】

（原案可決）

【議案第２３号】

（原案可決）

◎ 発　　　議

【発議第１号】

（原案可決） 提出者：経済文教常任委員長

【発議第２号】

（原案可決） 提出者：経済文教常任委員長

【発議第３号】

（原案否決） 提出者：村議会議員 白石正雄

◇歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,625万円とするもです。
（前年比　911万4千円、16.0％増）

◇歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億2,892万5千円とするもです。
（前年比　2,253万5千円、4.1％減）

県立高等学校改革前期実施計画における再編整備に関する意見書の提出について

※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、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。

令和２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2億1,232万9千円とするもです。
（前年比　11,457千円、5.1％減）

令和２年度泉崎村介護保険特別会計予算

令和２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6億9,702万3千円とするもです。
（前年比　1,609万3千円、2.3％減）

令和２年度泉崎村後期高齢者医療特別会計予算

令和２年度泉崎村水道事業会計予算

◇収益的収入2億4,543万9千円、収益的支出1億9,560万6千円とし、
　資本的収入5千円、資本的支出6,625万7千円とするものです。
　　　※給水戸数 2,132戸、年間総給水量 912,881立方メートル

令和２年度泉崎村工業用地造成事業会計予算

◇収益的収入193万7千円、収益的支出191万9千円とするものです。
資本的収入0円、資本的支出1万8千円

令和２年度泉崎村住宅用地造成事業会計予算

◇収益的収入1億1,592万円、収益的支出6,604万円とし、
　資本的収入　0円、資本的支出14万7千円とするものです。
　　　※土地売却面積3,373．41㎡

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

村長等の諸給与及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例の一部を改正
する条例



◎ 請 願 書

受理№　1

（採択）

◎ 陳 情 書

受理№　1

（採択）

（以上）

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

提出者：日本労働組合連合会
　　　　　　福島県連合会白河地区連合
　　　　　　議長　畠山　史信

県立高等学校改革前期実施計画における再編整備に関する請願書

提出者：福島県立白河実業高等学校
　　　　　　同窓会会長　関谷亮一
　　　　　　父母と教師の会会長　高野保夫
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パークゴルフ場の増設につい
て

①パークゴルフ場増設についての今後を伺う。

②パークゴルフ施設測量設計委託料の進捗状況に
ついて伺う。

③１コース増設（９ホール）予定地のうち２ホール分の
民有地が含まれるが売買状況について伺う。

④桎内・如信沢線道路拡幅計画について

現在の進捗状況について伺う。

要望書について 昨年１２月に八雲ニュータウン自治会長などから八雲
ニュータウン環境美化についての要望書の提出が
あったが、どの様に対応・取組むのか伺う。

④現在の２７ホールのコース面積は22,000㎡で排水
の流量が2,000㎥、増設した場合の３６ホールのコー
ス面積と排水の流量について伺う。また、調整池（２７
ホールと３６ホール）を造成した場合の経費について
も伺う。

令和２年度に工事に着手し令和３年８月に竣工予定
となっているが、現状と対策について伺う。

③計画当初の構想について

年度内に実施設計が完了する見込みとしているが進
捗状況を伺う。

駅の東側25ｈａを開発区域とし、親水公園、リバーフ
ロントの構想計画とあるがこのことについて伺う。

②跨線橋東西自由通路について

成人式について

ＪＲ泉崎駅東口開発について

小学校において、少子化の影響で各学年１クラスの
単学級が増えていること。また、中学校進学の環境
変化によるいじめや不登校を防ぎ改善する為に一
小・二小の「統合協議会」の設置を提案する。見解を
伺う。

民法改正に伴い成人年齢は2022年４月から18歳に
引き下げられる。泉崎村では式の対象年齢を何歳に
するのか考えを伺う。

①駅東口建設計画について

　　通告質問一覧表

質問者 質問事項 質問要旨

小針辰男議員 泉崎村の教育について ①新学習指導要領について

新学習指導要領が今年４月から全面実施され、主体
的・対話的な授業改善の推進、英語の「教科」化、ま
た、コンピュータープログラミング教育を充実させると
しているが泉崎村の見解・取組みを伺う。

②教育改革について

文科省が一定の集団規模の確保が必要として公立
小中学校の標準的な規模を12～18学級と規定してい
る。

③人口減少による学校の統廃合について



2

3

4

5

・直近の収支を伺う。

パークゴルフ場、違反開発行為
について

・違反行為、内容を具体的に説明を伺う。

・１２月の議会での９ホール増設をどう考えるのか伺
う。

②現在（R２・３月）の基金残高について

③現在の利用者数・完成後の利用数の見込みにつ
いて

④基金の今後の予定

岡部英夫議員
泉崎村のパークゴルフ場の無
許可開発について

・パークゴルフ場が無許可開発となった経緯について
伺いたい。

・パークゴルフ場無許可開発について福島県より是
正について指導書が来ていますがどの様に対処する
のか、また、これに対する経費はどのくらいかかるの
かお伺いしたい。

・パークゴルフ場の営業を停止されているが営業再
開するまでにはどのくらい時間が必要なのか。

中野目正治議員
泉崎駅東口開発の進捗状況に
ついて

①今後の日程と駅構内と広場別の金額と完成時期
について

③もし、作れない時の補助等の申請の準備、説明は
出来るのか。

・村長としての責任をどう考えているのか伺う。

④農作物（米）を作れない事になったら大変だと村長
は12月の定例会で言っていたが２月11日に同僚議員
と村内の水田、水路等を視察した際、ほぼ工事が進
んでいない事が見てとれた。なぜ、こんなにも対応が
遅いのか。

カントリーヴィレッジ宿泊施設の
老朽化について（ターミナル棟）

宿泊施設は村の所有と伺ったが、雨漏り等をはじめ
老朽化が外見からも感じられる。年間宿泊利用者が
かなりの数がいると思うが、他県また市町村から来る
人達に気持ち良く泊まってもらえるように施設の修理
などの考えはないのか。
また、修理するための積立金はしてないのか。

パークゴルフ場の行政処分に
ついて

　現在、営業停止になっていると聞いているが。
①再開の見込み、又、停止中の施設の管理等をどう
するのか。

②再開にあたりどのくらいの費用がかかるのか。

はにわの里改善計画について ・現況の改善計画を伺う。

特に「品揃えの充実を目的とした集荷」「各部会の設
立」は農家の皆様と直接関係しているが話し合いは
なされてたのか伺う。

①米、その他の農繁期に入る時期になりますが、村
民（農家）に対して状況を説明出来ているのか。

②農家は米の作付けに向けて準備をしていいのか。

③「この行政処分の責任は私にある」と言いました
が、村長の言う責任というのは、どういった形でとる
のか。

木野内　悟議員

　　通告質問一覧表

質問者 質問事項 質問要旨

野崎　隆議員 台風19号復旧の状況について
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質問者

村内労働者の実態について
①村内に居住する外国人労働者について、その人数
把握や住所登録の実情及び生活実態について伺う

はにわの里の管理体制につい
て

①はにわの里の管理責任体制と食堂の管理及び衛
生管理責任体制について御報告いただきたい

②中野川河川整備の具体化と今後の計画について

③豪雨災害時などの緊急工事について、対応マニュ
アルは存在するのか。あるならば説明を求める

教員の変形労働制に対する考
え方について

①教職員対する変形労働制の導入が論議されてい
るが教育現場にどの様な影響を与えることが予想さ
れるか。児童生徒の学力向上に結びつくものなのか
見解を伺う

役場内組織運営の適正化につ
いて

①役場内組織編成と業務分掌について、村長方針と
して少数精鋭を目指してきたが、職員の意欲の減退
など大きな問題を生じさせてきたのではないか

②適正な職員数の考え方と適材適所の人事配置に
ついて伺う

村内の河川整備の早急な実現
について

①近年豪雨災害が頻発しており泉川の河川河床整
備や掘削が必要であると思うが、福島県に対する要
請や要望はどうなっているのか。県の整備計画に
入っているのか

白石正雄議員
財界ふくしまで取り上げられた
問題について

①福島県の通知が届くまでの経過とその後の協議結
果

②パークゴルフ場とクロスカントリー道路造成運営の
今後の方針

③指摘された問題発生の原因などについて見解を伺
う

②今後の販売・時期、村の条件についての話し合い
はなされているのか

パークゴルフ場の営業停止処
分について

①今後の処分解除に向けてのスケジュールについて

②パークゴルフ愛好者の対応について

③令和元年度の積立額

④５年後の調整会議に基金としてどの位の金額を想
定しているのか

⑤駅東口開発事業基金を診療所建替に変えて年に
１億円以上積立する必要があると考えるがどうか

村営住宅の跡地谷地久保団地
の販売について

①平成31年３月に造成工事が終了しているにも関わ
らず１年以上動きがないのは「何故」か

①現在の入所者数と使用・用途について

質問事項 質問要旨

中野目正治議員
泉崎村基金及び積立金につい
て

①現在の基金及び積立金の区分別の金額について

　　通告質問一覧表

②現在の契約年数について

②給食センター建設基金2,100万円だが何年後に建
替予定と金額の見込みについて

③駅東口基金75,000万円払うと残高は。その基金の
残高は福島県59市町村で何位か

泉崎村国民健康保険診療所建
替事業基金について
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　　通告質問一覧表

質問者

　　村長の施政方針に関する質問一覧表

　　議案に関する質問一覧表

八雲神社地内草刈業務委託料　16.4万円について

小針辰男議員
議案第16号　令和2年度泉崎村
一般会計予算

商工費　委託料

泉崎６次産業館管理運営業務指定管理委託料　700
万円について
　①使途について
　②受取配当金や株主優待券について

消防ポンプ車について 　泉崎消防第六分団にポンプ車購入配置されるとの
こと、大変ありがたい事です。消防防火活動はなんと
言っても、初期消火と思います。
　村内の防火水槽の現状はどのようになっているの
か、例えば、水位が満たされているのか、土などが
入っていないか、漏水等が無いか、消防団を含めど
のように認識しているか伺いたい。

鈴木盛利議員 陸上競技場について 工事完了、引渡しの時期について

　①使途について
　②委託先について

パークゴルフ場管理運営委託料　650万円について

　①使途について
　②委託先について

引き受け後、村管理になるが芝等の養生期間が必要
と思う、どのような管理方法を考えているか伺いま
す。

供用開始時期、秋頃と聞いたように思うが、イベント
等は考えているのか伺いたい。

新型コロナウイルスの対処につ
いて

新型コロナウイルスに対処した各行事について伺う。

木野内　悟議員 少子化対策について
　年間出生率が減ってきている中で、出産祝品や子
育て支援を手厚くしているのは当然ですが、やはり、
人口増を考えれば、村に定住して頂かなければなり
ません。天王台も売れていない状況でありますので、
具体的な販売方法、又、対策を伺う。

（２）パークゴルフ場開発当初から現在の状況と維持
管理状況について伺う。

（３）違反開発行為の是正方法と再発防止策につい
て伺う。

（４）パークゴルフ場再開と今進めている９ホールの開
発の見通しについて伺う。

質問事項 質問要旨

廣瀬英一議員
泉崎村パークゴルフ場の開発
行為について

泉崎村パークゴルフ場の開発行為のこれまでの経過
について伺う。

（１）違反行為の理由と違反内容について伺う。


