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１ 議会報告会とは  

議会の情報発信力を拡大・充実し、議会活動の情報を積極的にお知らせす

るとともに、出席者との懇談を通じて、住民の皆さんの意見を把握して 議

会として住民福祉の向上を目指すために開催します。 

 

２ 今日の議会報告会 

議会報告会は、平成２５年から実施し、町内会・一般町民や町内の諸団体

の皆さんを対象とし、１１回開催してきました。 

今回の１２回目の報告会は、農業並びに商工業の皆さんにお集まりいただ

き、定例会等の報告と合わせ、懇談の中では、当別町の農業並びに商工業の

抱える課題をもとに、皆さんの忌憚のないご意見をお聞きしたいと考えてい

ます。 

 

３ 今日の議会報告会の内容 

（１）平成 30年 6月定例会・平成 30年 9月定例会 

（２）懇談（当別町の農業、商工業に関するフリートーク） 
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４ 平成３０年６月定例会（会期 ６月１９日～６月２５日 ７日間） 

（１）会議日程と主な内容 

月 日 主 な 内 容 

６月１９日 本会議 陳情の委員会付託 委員会付託報告 

６月２０日 委員会 補正予算などの審査 

６月２１日 本会議 一般質問（３人）  

６月２２日 本会議 一般質問（２人） 

６月２５日 本会議 委員会報告 監査委員の選任、補正予算、条例制定などの議決 

（２）議案の主な議決状況 

【専決処分】 

■平成２９年度当別町一般会計補正予算（第６号）     ▲全会一致により承認 

  補正額            7,761 万円(増) 

  平成２９年度総額     98 億 1,354 万円 

  《主な補正内容》 

  ○減債基金積立金      7,761 万円 

■当別町税条例等の一部を改正する条例          ▲全会一致により承認 

■当別町都市計画税条例の一部を改正する条例       ▲全会一致により承認 

■当別町都市計画審議会条例の一部を改正する条例     ▲全会一致により承認 

■当別町国民健康保険税条例の一部を改正する条例     ▲全会一致により承認 

 

【平成 30年度補正予算】 

■一般会計補正予算（第１号）              ▲全会一致により可決 

  補正額            7,636 万円(増) 

  平成３０年度総額     93 億 2,541 万円 

  《主な補正内容》 

  ○森林作業道水田の沢線開設工事   5,000 万円(増) 

  ○中央十九線防雪柵設置工事     2,500 万円 

  ○道路照明施設更新工事       1,000 万円 

  ○防災・交流施設等整備実施設計業務委託 

   ※（仮称）スウェーデン館関係含む  308 万円 
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【条例】 

■当別町企業立地促進条例の一部を改正する条例      ▲全会一致により可決 

■当別町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を 

改正する条例                     ▲全会一致により可決 

 

【人事案件】 

■監査委員の選任（米口 稔 氏）について         ▲全会一致により同意 

 

【契約】 

■除雪ドーザ購入契約について              ▲全会一致により可決 

 

【その他】 

■平成29年度当別町一般会計繰越明許費繰越計算書について ▲全会一致により承認 

 

【請願・陳情】 

件名 提出者 
付託先 

付託時期 
結果 

「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求

める意見書」の採択を求める陳情 

札幌地区労働組合総連合 

議長 赤坂 正信 

産業委員会 

平成 30年第

２回(6月） 

継続審査 

財源を含めた国内農業対策と新規加入条件が

不明のままでのＴＰＰ１１の国会承認はしな

いことを求める陳情書 

当別町農民同盟 

委員長 堀 梅治 他４

団体 

産業委員会 

平成 30年第

２回（６月） 

継続審査 

当別町の医療体制維持・拡充を求める意見書の

採択を求める陳情書 

当別町農民同盟 

委員長 堀 梅治 他４

団体 

産業委員会 

平成 30年第

１回（３月） 

全会一致 

趣旨採択 

当別町の医療体制維持を求める請願書 

当別町の医療体制維持・拡

充を求める住民の会  

共同代表 小寺 和昭 

他２名 

[紹介議員] 

当別町議会  

議員 鈴木 岩夫 

産業委員会 

平成30年第

１回（３月） 

全会一致 

趣旨採択 

地方創成 都市再開発事業による「コンパクト

シティまちづくり」 
荒田 譲 

公共委員会 

平成 29 年第

5回(12月） 

継続審査 

※「総務委員会」は総務文教常任委員会、「産業委員会」は産業厚生常任委員会、 

 「公共委員会」は公共施設に関するあり方検討特別委員会の略 
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５ 平成３０年９月定例会（会期 ９月１９日～１０月５日 １７日間） 

（１）会議日程と主な内容 

月 日 内         容 

９月１９日 本会議 議員提案 委員会付託報告 請願の委員会付託  

９月２０日 委員会 補正予算などの審査 

９月２１日 委員会 補正予算などの審査 

９月２５日 本会議 教育委員の選任 決算審査特別委員会の設置 

10月１日･２日･５日 決算審査特別委員会（３日間） 

10月１日 委員会 追加補正予算の審査 

10月２日 委員会 追加補正予算の審査 

10月４日 本会議 一般質問（６人） 

10月５日 本会議 一般質問（４人） 

本会議 委員会付託報告 決算審査特別委員会報告 

補正予算、条例制定などの議決 

（２）議案の主な議決状況 

【議員提案】 

■林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書 

▲全会一致により可決 

■平成３０年の異常気象等に伴う農業経営救済を求める意見書 ▲全会一致により可決 

 

【専決処分】 

■和解及び損害賠償額の決定について       ▲全会一致により承認 

■平成30年度当別町一般会計補正予算(第２号)   ▲全会一致により承認 

補正額  1,156 万円(増) 

平成 30年度総額 93 億 3,697 万円 

《主な補正内容》 

〇姉妹都市宇和島市への義援金        1,000 万円 

 

【平成 30年度補正予算】 

■一般会計補正予算(第３号)           ▲全会一致により可決 

補正額  9,555 万円(増) 

平成 30年度総額 94 億 3,252 万円 

《主な補正内容》 

〇防災・交流施設等整備工事          759 万円 
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〇町道外徐排雪業務委託           2,200 万円(増) 

〇当別町一体型義務教育学校基本設計業務委託 3,800 万円 

■介護保険特別会計補正予算(第１号)        ▲全会一致により可決 

補正額 2,465 万円(増) 

平成 30年度総額 15 億 4,159 万円 

 

【台風 21号及び北海道胆振東部地震への対応のため、追加補正予算】 

■一般会計補正予算(第４号)            ▲全会一致により可決 

補正額 6,320 万円(増) 

平成 30年度総額 94 億 9,572 万円 

《主な補正内容》 

〇道路及び公園にかかる倒木処理業務委託   2,900 万円 

〇町道補修工事               1,300 万円(増) 

■下水道事業特別会計補正予算(第１号)       ▲全会一致により可決 

補正額 219 万円(増) 

平成 30年度総額を 8億 9,343 万円 

《主な補正内容》 

〇管渠管理費                 124 万円 

〇終末処理場管理費               80 万円 

 

【人事案件】 

■教育委員会委員(武岡和廣氏)の任命について   ▲全会一致により同意 

 

【条例】 

■当別町史編さん委員会条例制定         ▲全会一致により可決 

■当別町地域間交流拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部改正 

▲全会一致により可決 

平成 29年度各会計決算審査特別委員会へ付託 

【決算認定】 

■平成29年度当別町各会計歳入歳出決算認定について   ▲全会一致により認定 

 〇一般会計 〇国民健康保険特別会計 〇下水道事業特別会計 
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〇介護保険特別会計 〇介護サービス事業特別会計 〇後期高齢者医療特別会計 

■平成29年度当別町水道事業会計決算認定について    ▲全会一致により認定 

 

【報告】 

■株式会社tobeの平成29年決算及び平成30年度事業計画に関する書類の提出について 

▲全会一致により承認 

【契約】 

■町道中央十九線防雪柵設置工事請負契約について     ▲全会一致により可決 

 

【請願・陳情】 

件名 提出者 
付託先 

付託時期 
結果 

日 EU・EPAの慎重な審議を求める請願書 

当別町農民同盟  

委員長 堀 梅治  

他 4団体 

[紹介議員] 

当別町議会  

議員 鈴木 岩夫 

産業委員会 

平成 30年第

３回(9月） 

継続審査 

「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求

める意見書」の採択を求める陳情 

札幌地区労働組合総連合 

議長 赤坂 正信 

産業委員会 

平成 30年第

２回（６月） 

全会一致 

採 択 

財源を含めた国内農業対策と新規加入条件が

不明のままでのＴＰＰ１１の国会承認はしな

いことを求める陳情書 

当別町農民同盟 

委員長 堀 梅治  

他４団体 

産業委員会 

平成 30年第

２回（６月） 

賛成多数 

不採択 

地方創成 都市再開発事業による「コンパクト

シティまちづくり」 
荒田 譲 

公共委員会 

平成 29 年第

5回(12月） 

継続審査 

※「総務委員会」は総務文教常任委員会、「産業委員会」は産業厚生常任委員会、 

 「公共委員会」は公共施設に関するあり方検討特別委員会の略 

 


