
1 会 期 令和2年6月4日（木）～6月12日（金） 9日間

2 議 案 等 報告 6件

議案 21件

発議 2件

3 一 般 質 問 令和2年6月8日（月）　6名

4 請 願 ・ 陳 情 請願書 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】

（原案承認）

【報告第２号】

（原案承認）

【報告第３号】

（原案承認）

【報告第４号】

（原案承認）

【報告第５号】

（報告）

【報告第６号】

（報告）

【議案第２４号】

（原案可決）

令和２年第２回（６月）泉崎村議会定例会報告書

専決処分の承認を求めることについて（泉崎村後期高齢者医療に関する条例の一部
を改正する条例）

専決処分の承認を求めることについて（泉崎村税条例の一部を改正する条例）

◇地方税等の一部を改正する法律や所得税法等の一部を改正する法律などが、令
和２年３月３１日に交付され、令和２年４月１日から施行されることに伴い、地方税法等
の一部を改正に準じて、泉崎村税条例の一部を専決処分にて改正したので、これを報
告し、議会の承認を求めるものです。

泉崎村定住促進用地の譲渡に関する条例

◇若い世代への定住促進のために整備した、谷地久保地区の住宅用地について、譲
渡対象者や申請の方法など、譲渡に関し必要な事項を定めるため、本条例を制定す
るものです。

令和元年度泉崎村繰越明許費繰越計算書

◇地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、令和元年度において繰越明許を
設定した一般会計１２事業について繰越計算書を報告するものです。

◇高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正により、新型コロナウイルス感染症
に感染した被保険者に対して、傷病手当金を支給することとなったことから、泉崎村後
期高齢者医療に関する条例の一部を専決処分にて改正したので、これを報告し、議
会の承認を求めるものです。

専決処分の承認を求めることについて（令和元年度泉崎村一般会計補正予算（第６
号））

◇新型コロナウイルス感染症拡大防止による、小学校の臨時休校に伴い、児童クラブ
に対する事務経費について、補助金が交付されることとなり、補正予算を編成し専決
処分を行ったことから、これを報告し、議会の承認を求めるものです。

令和元年度白河地方土地開発公社の経営状況に係る書類提出の件

◇地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき、泉崎村が５５万円出資している白
河地方土地開発公社の事業及び決算について、報告するものです。

専決処分の承認を求めることについて（令和２年度泉崎村一般会計補正予算（第１
号））

◇国の令和２年度補正予算において、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策によ
り、特別定額給付金事業及び子育て世帯臨時特例給付金事業を実施することとなっ
たため、補正予算を編成し専決処分を行ったことから、これを報告し、承認を求めるも
のです。



【議案第２５号】

（原案可決）

【議案第２６号】

（原案可決）

【議案第２７号】

（原案可決）

【議案第２８号】

（原案可決）

【議案第２９号】

（原案可決）

【議案第３０号】

（原案可決）

【議案第３１号】

（原案可決）

【議案第３２号】

（原案可決）

【議案第３３号】

（原案可決）

【議案第３４号】

（原案可決）

【議案第３５号】

（原案可決）

令和２年度泉崎村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

◇歳入歳出それぞれ百11万1千円を増額し、歳入歳出の予算総額を　6千7百36万1千
円とするものです。

◇新型コロナウイルス感染症対策の財源とするため、令和２年６月支給の期末手当
を、村長２０％、副村長及び教育長１０％の減額を行うにあたり、本条例の所要の改正
を行うものです。

◇新型コロナウイルス感染症特例法の施行に伴い、税徴収の猶予手続き等に関する
規定や寄付金の税額控除を定めるため、本条例の所要の改正を行うものです。

令和２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2百14万9千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ
ぞれ6億9千9百17万3千円とするものです。

令和２年度泉崎村介護保険特別会計補正予算（第１号）

◇歳入歳出それぞれ3百95万2千円を増額し、歳入歳出の予算総額を　5億3千2百87
万7千円とするものです。

泉崎村育英基金条例の一部を改正する条例

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、経済的に困窮する大学生や短期大学生
などに対し、奨学金の一時貸付による就学支援を行い、学業継続に繋げるため、本条
例の所要の改正を行うものです。

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

泉崎村国民健康保険税条例の一部を改正する条例

◇消費税の引き上げによる低所得者の保険料軽減強化の完全実施に伴い、令和２年
度において、所得段階が第１段階から第３段階までの第１号被保険者の保険料を軽
減するため、本条例の所要の改正を行うものです。

◇給与の支払いを受けている者が、新型コロナウイルス感染症に感染したこと、又は
感染が疑われる症状が現れたことにより療養し、労務に服することができない場合
に、被保険者に対し、一定期間に限り、傷病手当金を支給するため、本条例の所要の
改正を行うものです。

令和２年度泉崎村一般会計補正予算（第２号）

◇歳入歳出それぞれ1億6千9百71万7千円を増額し、歳入歳出の予算の総額を歳入
歳出それぞれ41億8千3百69万8千円とするものです。

泉崎村税条例の一部を改正する条例

◇国民健康保険法施行令の一部を改正する政令において、賦課限度額及び軽減判
定の所得引き上げを行う改正がなされたため、本条例の所要の改正を行うものです。

泉崎村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例

◇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伴い、本
条例の所要の改正を行うものです。

泉崎村介護保険条例の一部を改正する条例

泉崎村国民健康保険条例の一部を改正する条例



【議案第３６号】

（原案同意）

【議案第37～44号】

（原案同意）

◎ 発　　　議

【発議第４号】

（原案可決） 提出者：経済文教常任委員長

【発議第５号】

（原案可決） 提出者：議会運営委員会委員長

◎ 請 願 書

受理№　４

（採択）

（以上）

◇泉崎村教育委員会委員の任期満了に伴い、泉崎村大字泉崎字行屋２５番地１　関
谷正文氏の任命について、議会の同意を求めるものです。

「被災児童生徒就学支援等事業」の継続と、被災児童生徒の十分な就学支援を求め
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。

泉崎村農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて

◇泉崎村農業委員会委員の任期満了に伴い、泉崎村農業委員会委員としての任命
について、議会の同意を求めるものです。

泉崎村教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

　　議案第３８号では、泉崎字前畑１７番地　　　　　  　鈴木三喜男氏

　　議案第３９号では、北平山字滝田下３８番地　　  　小林富美雄氏

　　議案第４１号では、泉崎字外ノ入１９番地　　　 　　有賀路夫氏

　　議案第４２号では、太田川字居平４６番地　　　　　邊見幸弥氏

　　議案第４４号では、関和久字梨木平４８番地　　 　穂積正徳氏

　　議案第３７号では、関和久字瀬知房後４番地５　 　円谷康夫氏

　　議案第４０号では、踏瀬字踏瀬３番地　　　　　  　　白岩富男氏

泉崎村議会委員会条例の一部を改正する条例について

「被災児童生徒就学支援等事業」の継続と、被災児童生徒の十分な就学支援を求め
る意見書の提出について

提出者：福島県教職員組合
　　　　　　中央執行委員長　國分俊樹

　　議案第４３号では、泉崎字上長峰２番地４４　　　　大野厚海氏



1

2

広報いずみざき等を含めた村

民に対する郵便物について

進捗状況を伺う。

管理用倉庫とトイレについて、撤去された理由を伺う。

村民サービスとは言っているものの（広報いずみざき

健康カレンダー・議会だよりなど）４月より配布制度が

変わったと聞いたが、詳しく経緯等を伺いたい。

村税の滞納整理について

パークゴルフ場の是正計画に 開発区域内の流量計算等の排水計画調査及び関

ついて 係機関との協議の進捗状況を伺う。

方法・申込件数について伺う。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策について伺う。

取得した農地（畑）について、農振除外の手続きの

PCR検査の検査件数、今後の対応について伺う。

村税の年度毎の滞納額・件数・滞納整理状況及び

ついて

カントリーヴィレッジでは、今回のコロナウイルス感染

対策として、休業していましたが、これを機に老朽化

に伴う修理・改装を行っていました。当然だとは思う

が、基金の方から材料代等を払う意思はあるのか。

申込締切日について伺う。

新しい生活様式の実践について伺う。

運営委託会社「さつきの里」に

ついて

株主を募集する時に配当を約束することは、預託法

に抵触しないか。また、地益供与を受けないか伺う。

学校教育について 総合教育会議及び学校運営協議会コミュニティ

スクールの構成メンバーと議題について伺う。

統合協議会の設置について、話し合えるのか伺う。

野崎　隆議員 カントリーヴィレッジ改装修理に

消滅時効等について伺う。

協力交付金及び支援給付金申請について、申請

新型コロナウイルス対策について

村民に示すべきと思うが、見解を伺う。

（広場について）

特別定額給付金の申請について、申請開始日・

JR泉崎駅東口開発構想について、開発構想をもちＪＲ泉崎駅東口開発について

各課の引継事項について

　　通告質問一覧表

質問者 質問事項 質問要旨

小針辰男議員 泉崎村職員人事異動について 人事異動により新たな役場の職員体制がスタート

している。異動の意図、狙いを伺う。

異動により引継を行っていると思うが、引継・管理

方法等を伺う。
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4 白石　正雄議員

比べ取り組みが遅れていると思うが、何故なのか。

業者の数、各業者の所在地と会社規模を問う。

国外の業者運営はあるのか問う。

「特別定額給付金」関連記事の表に泉崎村の世帯

数が６，４０１と発表されていたが、民報社からの調査

方法は電話調査か書面調査か伺う。

新感染症対策について、各自治体で独自の疾病対

策や経済対策が行われている。泉崎村は他町村と

福島民報報道について

新型コロナウイルス対策に

ついて

説明願います。

新車購入時にはリサイクル料金を支払うが、太陽光

を設置する時も同じように料金を支払うのか伺う。

いて ていないのか。また、あるならば伺いたい。

点の右折車線設置について 請する。

業者設置の場合の申請の方法を問う。

村内での業者設置件数を伺う。

パークゴルフ場責任問題につ 村長は、目処がついた時には、けじめをつけると

いて 言っていたが、すでに３か月が過ぎいつになれば

目処がたつのか、明確に答えていただきたい。

新型コロナウイルス問題につ 国の対策施策は当然だが、村としての施策は考え

太陽光発電について 設置者に国県村からの補助金が出ているが、住宅

設置の場合の例をあげて、国県村の金額と規模を

　③家賃助成対策

今後どう取り組むのか見解を伺う。

　①生活支援の具体策

　②公共料金や税などの軽減策

方について伺う。

２．学校給食関係事業所のコロナ影響と食材確保な

どについて。

　④就学支援や教材費補助

教育対策について １．新型コロナウイルス対策により大きな影響を受け

ている幼小中学校における対応の現状と今後のあり

質問者 質問事項 質問要旨

パークゴルフ場の是正の進捗

鈴木盛利議員 県道塙・泉崎線における交差

状況について

現在、是正書提出時から３ヶ月がたっているが、

どの程度進んでいるのか。

役場周辺のツルハドラッグ交差点に右折車線を要

　　通告質問一覧表
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こが目処なのか伺う。

いて

は絶えませんが、山林開発に対し村の考えを伺う。

パークゴルフ場是正について 是正工程表の現在の状況、又、今後、工程表通り進

めるのか伺う。

３．給付終了と権利行使について。

について伺う。

しても、大枠でどの程度見込んでいるのか伺う。

我々議員には、パークゴルフ場是正の目処が立った

ら責任を取ると村長は言っておられたが、工程表でど

新型コロナウイルス対策につ コロナウイルスの影響で休校となり、授業の遅れが懸

念されるが、村としての対策を伺う。

国からの非常事態宣言を受け、村内の個人事業者、

特に飲食関係の方は、やむを得ず休業又は、時間

質問者 質問事項 質問要旨

調整池の見積りは出ているのか。もし、出ていないと

その他、村独自のコロナウイルス対策を伺う。

短縮を余儀なくされ、経営が圧迫されています。

村で自粛を要請したカントリーヴィレッジ、はにわの

里の飲食部も含め、対応を伺う。

うとしていますが、イノシシによる被害・放射性物質の

除去・水害による土砂崩れの心配など、村民の不安

責任について伺う。

木野内　悟議員 森林再生事業について 泉崎村においては「ふくしま森林再生事業」を使って

村全体で１，１２３ｈaの内、５４．０９ｈaを予定完了しよ

財政対策について 新型コロナウイルス対策の為の財政措置及び村財

政全般について伺う。

パークゴルフ場問題について ３月議会以後の問題解決に向けた進捗状況と行政

総合相談窓口について 新型コロナウイルス対策と定額給付金支給などに

対応する為、コールセンターや総合相談窓口を開設

すべきでないか。

３．教育環境の改善に向け、どの様な配慮が必要と

　　通告質問一覧表

２．申請書の書き方指導は行われているのか。

されるのか。

定額給付金について １．定額給付金１人あたり１０万円の給付状況と対応
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④土地改良区除外金の負担について伺う。

備基金を使わなかった理由について伺う。

②パークゴルフ場調整池測量設計委託料の根拠に

ついて伺う。

２．小学校、中学校の今後の学習時間確保について

④定住促進用地の譲渡価格は無償とするとしている

が、固定資産の評価額を伺う。

小針辰男議員 議案第24号について ①村長が譲渡の対象者として特に認める場合を

限りでない。特別な事情を伺う。

③土地賃借料の根拠について伺う。

議案第３０号について ①泉崎カントリーヴィレッジ・ターミナル修繕に施設整

小学校、中学校の対応につい １．幼稚園、小学校、中学校の今後の各行事につい

　　通告質問一覧表

質問者

　　議案に関する質問一覧表

伺う。

②条例施行規則で定める違約金について伺う。

③第７条 特別な事情があり村長が認めたときはこの

伺う。

原山古墳発掘調査について 原山古墳発掘調査の進捗状況と今後の整備につい

伺う て伺う。

て伺う。 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開発 泉崎村パークゴルフ場開発行為の進捗状況と再

行為について伺う オープンの見通しについて伺う。


