
1 会 期 令和3年3月2日（火）～3月15日（月） 14日間

2 議 案 等 議案 28件

発議 2件

3 一 般 質 問 令和3年3月9日（火）　8名

4 請 願 ・ 陳 情 陳情書 2件

◎ 議案等の審議及び概要は次のとおりです。

【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）

【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）

令和３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

泉崎村手数料条例の一部を改正する条例

泉崎村屋内運動場条例の制定について

◇既存する泉崎村屋内ゲートボール場を多用途に利用するため、屋内運動場として
利活用を図るものです。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

◇令和２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す。

泉崎村定住促進戸建住宅の設置及び管理並びに譲渡に関する条例の一部を改正
する条例

◇民法の一部を改正する法律の施行に伴い、連帯保証人に係る規定の見直し等を行
うため、条例を改正するものです。

◇個人番号カードを使用して、コンビニエンスストア等に設置されている多機能端末機
から印鑑登録証明書の交付に関する規定を定めることに伴い、条例の一部の改正す
るものです。

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3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。

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

◇泉崎村パークゴルフ場開発にかかる法手続き等の不手際の責任を重く受け止め、
村政の推進を図る姿勢を示す観点から、令和３年３月分から５月分までの３か月間、
村長の給料月額の５０％減額を行うため、本条例の所要の改正を行うものです。

泉崎村定住促進住宅条例の一部を改正する条例

◇民法の一部を改正する法律の施行に伴い、連帯保証人に係る規定の見直し等を行
うため、条例を改正するものです。

◇個人番号カードを使用して、コンビニエンスストア等に設置されている多機能端末機
から印鑑登録証明書の交付に関する規定を定めることに伴い、条例の一部の改正を
行うものです。



【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）

【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）

泉崎村国民健康保険税条例の一部を改正する条例

◇国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令が施行されたことにより、泉崎村
国民健康保険税条例の一部を改正するものです。

令和２年度泉崎村国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

◇歳入歳出それぞれ28,201千円を増額し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞ
れ779,799千円とするものです。

◇民法の一部を改正する法律の施行に伴い、連帯保証人に係る規定の見直し等を行
うため、条例を改正するものです。

令和２年度泉崎村一般会計補正予算（第８号）

泉崎村介護保険条例の一部を改正する条例

◇介護保険料見直しに伴い所要の改正を行うとともに、低所得者の保険料完全実施
に伴い、令和３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、条例の一部を改正するものです。

泉崎村住宅管理条例の一部を改正する条例

令和２年度泉崎村後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

◇歳入歳出それぞれ5,557千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ
73,446千円とするものです。

泉崎６次産業館の指定管理者の指定について

◇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「株式会社さつきの里」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。

泉崎南東北診療所耐震補強工事請負契約の変更について

◇泉崎南東北診療所耐震補強工事について、工期の延長を行うため、工事の変更契
約を行うものです。
　　　完了工期：令和３年３月１９日を令和３年９月３０日へ変更

桎内・如信沢線道路改良工事請負契約の変更について

◇桎内・如信沢線道路改良工事について、工期の変更と計画の一部変更を行うため、
工事の変更契約を行うものです。
　　　完了工期：令和３年３月３１日を令和３年１０月２９日へ変更
　　　契約金額：1,578.5千円の増額

令和２年度泉崎村農業集落排水処理事業特別会計補正予算（第３号）

◇歳入歳出それぞれ7,391千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ
230,955千円とするものです。

◇歳入歳出それぞれ34,203千円を減額し、歳入歳出それぞれ4,746,752千円とするも
のです。

令和２年度泉崎村介護保険特別会計補正予算（第４号）

◇歳入歳出それぞれ2,867千円を減額し、歳入歳出の予算総額を　593,761千円とする
ものです。



【議案第２１号】

（原案否決）

【議案第２２号】

（原案可決）

【議案第２３号】

（原案可決）

【議案第２４号】

（原案可決）

【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）

◎ 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

令和３年度泉崎村水道事業会計予算

◇収益的収入230,916千円、収益的支出197,524千円とし、
　資本的収入5千円、資本的支出55,161千円とするものです。
　　　※給水戸数 2,137戸、年間総給水量 982,254立方メートル

令和３年度泉崎村工業用地造成事業会計予算

◇収益的収入1,912千円、収益的支出1,894千円とするものです。
資本的収入0円、資本的支出18千円

令和３年度泉崎村住宅用地造成事業会計予算

◇収益的収入114,808千円、収益的支出64,968千円とし、
　資本的収入　0円、資本的支出90千円とするものです。
　　　※土地売却面積3,373．41㎡

泉崎村議会会議規則の一部を改正する規則について

♢泉崎村パークゴルフ場の是正計画に基づいた調整池造成工事及び９ホール増設工
事を行うため、株式会社兼千を契約相手方として、請負契約の締結について議会の
議決を求めるものです。

令和３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181,600千円とするもです。
（前年比　30,729千円、14.5％減）

令和３年度泉崎村介護保険特別会計予算

令和３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3,070,890千円とするもです。
（前年比　278,023千円、8.3％減）

令和３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752,090千円とするもです。
（前年比　55,067千円、7.9％増）

令和３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559,735千円とするもです。
（前年比　30,810千円、5.8％増）

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

※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。

◇歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ63,200千円とするもです。
（前年比　3,050千円、4.6％減）

泉崎村パークゴルフ場造成工事請負契約の締結について



◎ 陳 情 書

受理№　1

（採択）

受理№　２

（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

関和久地区農道整備に関する陳情書について

提出者：関和久
　　　　　　区長　田崎　武四



1

2

3

村独自持続化給付金支給に ①国の持続化給付金対象にならない２０％以上

ついて ５０％未満の売り上げ減少事業者に対し、村独自

の支給金を支給し支援すべきでないか。

大量検査が定期的に必要であると考えるが、老人

ホームや保育所は優先して行うべきではないか。

②コロナ対策の現状と今後の方針について伺う。

パークゴルフ場について ①１２月の議会で、工程表を頂いたが、現在どの様に

進んでいるのか伺う。

白石正雄議員 コロナ感染防止について ①人間が集合する場所については関係者のPCR

どの様な対策・支援を考えているのか伺う。

固定資産税について

各課でどのような対策を行ったか伺う。

①固定資産の定義と固定資産税について伺う。

見込まれる。この事を踏まえ、農業者支援をどの様

に考えているのか伺う。

②村としても、人農地プランを考えていく上で、農地

木野内　悟議員

頂く事も必要であると思うので、村としてこれから

②倉庫・車庫・事務所として建てた物を現在居室とし

ならないが、今後を見据えれば飼料用米に転じて

現在の知り得る範囲での説明を伺う。

②オープンまでの工程計画を伺う。

職員の職務について ①今年度、数回の職務ミスがありましたが、その後

パークゴルフ場について

④１月２０日に泉崎カントリーヴィレッジ・ターミナル

指定管理者募集の新聞広告欄を見たが、募集状況

①１２月定例会後、現在までの経過について伺う。

飼料用米転作について

の集積・担い手・主食米以外の作物を考えなければ

　　通告質問一覧表

質問者 質問事項 質問要旨

鈴木盛利議員 さつき温泉について ①１２月定例会後、現在までの経過について伺う。

②この事についての村当局の考えを伺う。

て使用している場合の課税の判断を伺う。

①２月４日掲載の飼料用米転作へ助成金について、

プチスクールについて

農業者支援について

①これまで毎週土曜日に行われていたプチスクール

のあり方が、４月より変更される様だが、どの様な形

に変わるのか伺う。

②変更理由を伺う。

①主に米農家は令和２年産の価格下落により、収入

減となり、令和３年産も新型コロナウイルスの影響が

原因で、全国的に米余りが生じ相当な価格下落が

を伺う。

②２月末日での家賃納付状況を伺う。

③２月末日での泉崎観光の金融機関への残高と返

済期間、年返済額を伺う。



4

行人山地区道路改良について

事業が進まないのはなぜか。

②これまでの経過と着工予定・完成予定について

伺う。

学校給食のあり方について ①給食センターの改築時期を迎え学校給食の果た

②見直しが必要か伺う。

村税滞納について ①各課、滞納状況及び滞納繰越分の消滅時効を

過ぎた件数・金額等について伺う。（個人・法人別）

②今後の取組・対応を伺う。

泉崎村行政組織について ①５課編成体制で問題点はないか伺う。

①経過説明・今後の対応等の協議内容を伺う。

ついて カントリーヴィレッジ駐車場、村道笹立山・桎内線、

さつき公園駐車場・村道新田矢吹線の歩道部分

の違反転用が発覚し、経過説明。今後の対応等の

協議を行った。

小針辰男議員 泉崎カントリーヴィレッジ・ターミ

⑦施設整備基金について伺う。

パークゴルフ場是正計画に 農林事務所との事前協議は、パークゴルフ場の他、

①JR大小踏切からこころん口までの道路拡幅に

ついては、地権者の現場確認と同意を得ながら、

る完全自校方式の学校給食をめざすべきと考える

②２月１３日午後１１時頃発生した大地震の村内被

害について報告いただきたい。

①募集の経緯について伺う。

ナル指定管理者募集について ②募集要項及び質問事項・申請の受付・指定期間

について伺う。

③指定管理者の基準・基本協定書等の内容を伺う。

す役割を検討し、センター方式ではなく、食堂のあ

が見解を伺う。

伺う。

　　通告質問一覧表

質問者 質問事項 質問要旨

っているのではないか。

①議会でも論議された小学校の統合について、地

域に対する影響や教育効果、あるいは村民の意見

について、専門的立場からの意見を伺いたい。

①営業再開にむけた取り組みの進捗状況について

②調整池建設の見直しについて伺う。

①大災害の時代と言われる中で自然災害や感染

症に対する防災防疫対策計画の策定が必要とな

学校統合意見について

パークゴルフ場について

防災減災の村づくりについて

④泉崎村・(有)イズミザキコーポレーション・泉崎観

光(株)との相関について伺う。

⑤建物賃貸借契約証書で、第８条更新を妨げない、

（図面）

第９条解約理由（両者協議の上で円滑な対処）に

ついて伺う。

⑥足湯の管理について伺う。



5

6

7

8

いて

④戸建てを造ってはどうか伺いたい。

　　通告質問一覧表

質問者 質問事項 質問要旨

指定管理者公募について ①応募状況について伺いたい。

②契約内容の違いについて伺いたい。

③決定日はいつ頃か伺いたい。

④業者（会社）側への宣約書（確約書）の取り交わ

すことが必要と考えるが伺いたい。

谷地久保団地について ①８区画無償分譲計画しているが進捗状況につい

て伺いたい。

いたい。

中野目正治議員 さつき温泉について ①令和２年度２月末（決定）までの売上額と３月末

までの見込み売上額について伺いたい。

②令和元年度分・令和２年度分の泉崎観光に対す

る泉崎コーポレーションの返済額と残高について伺

ついて

野崎隆議員

歩道設置について ①高屋原・踏瀬線と上長峰・上狐山線に歩道と横断

歩道設置出来るか伺う。

コロナウイルス予防接種につ

泉崎村のコロナ対策について

状況について伺う。

①久保木村長の三期目の最終年度に向けて、これ

までの政策及び公約の実現について伺う事と、四

期目出馬し、村政を担う意欲が有るかどうかにつ

いて伺う。

岡部英夫議員

金額について伺いたい。（国・県・村それぞれ）

②１区画も契約にいたらないのか伺いたい。

③今後の分譲計画について伺いたい。

が完成した事と思いますが、工事工程表をお聞か

せください。

②パークゴルフ場の確定したオープン日、再開日

を村民全体に早く知らせるべきと思いますが、お

①予防接種の優先順位があるが、教育従事者は

どの辺のタイミングで受ける事が出来るのか伺う。

いるのかお伺いします。

どのような計画で進めているのかお伺いします。

②国は医療従事者を優先して接種を開始すると

言ってますが、泉崎村の医療従事者はどのくらい

①泉崎村のパークゴルフ場、再開に向けた工事に

必要な手続きや認可も完了し、確実な工事工程表

考えをお聞かせください。

①令和２年度から３年度への繰り越し事業の進捗

①コロナウイルスに対するワクチン接種に対して、

③令和２年度泉崎コーポレーション助成金の内訳

泉崎村のパークゴルフ場に

ついて

廣瀬英一議員

事業の進捗状況について

久保木村長の四期目の出馬に

２年度から３年度への繰り越し


