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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、１０回開催してきました。 

今回の１１回目の報告会は、町内会の役員並びに一般町民の皆さんにお集

まりいただき、定例会等の報告と合わせ、懇談の中では、当別町のまちづく

り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 29年 12月定例会・平成 30年 3月定例会 

（２）懇談（当別町のまちづくりに関するフリートーク） 
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４ 平成２９年１２月定例会（会期 １２月５日～１２月１２日 ８日間） 

（１）会議日程と主な内容 

月 日 主 な 内 容 

１２月５日 本会議 当別町公共施設に関するあり方検討特別委員会の設置、 

陳情の委員会付託 委員会付託報告 

１２月６日 委員会 補正予算などの審査 

１２月７日 委員会 補正予算などの審査 

１２月８日 本会議 一般質問（３人）  

１２月１１日 本会議 一般質問（３人） 

１２月１２日 本会議 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 

【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 

■一般会計補正予算（第３号）    ▲全会一致により承認 

 補正額               1,293 万円(増) 

 平成 29年度総額      94 億 5,898 万円 

 《補正内容》 

 ○衆議院議員総選挙費      1,293 万円 

 

【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               7,677 万円(増) 

 平成 29年度総額      95 億 3,575 万円 

 《主な補正内容》 

 ○障害福祉サービス給付費    4,053 万円 

 ○小学校耐力度調査業務委託     800 万円 

 ○中学校耐力度調査業務委託    1,000 万円 

 ○時間外勤務手当         1,800 万円 

 ○北海道後期高齢者医療広域連合負担金 △1,274 万円 

 ○橋梁長寿命化修繕工事       △943 万円 

 ○中央十九線防雪柵設置工事    △510 万円 

 

■国民健康保険特別会計補正予算（第３号） ▲全会一致により可決 

 補正額               703 万円(増) 

 平成 29年度総額          25 億 6,912 万円 

 

■後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）▲全会一致により可決 

 補正額               1,043 万円(増) 

 平成 29年度総額       2 億 2,386 万円 

 

■介護保険特別会計補正予算（第２号）   ▲全会一致により可決 

 補正額                742 万円(増) 

 平成 29年度総額          14 億 9,797 万円 
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【条例】 

■当別町国民健康保険条例の一部改正    ▲全会一致により可決 

■当別町地域福祉計画策定委員会条例制定  ▲全会一致により可決 

 

【人事案件】 

■人権擁護委員の候補者（堀内敎子氏）の推薦について▲全会一致により同意 

 

【議員提案】 

■当別町公共施設に関するあり方検討特別委員会の 設置について 

▲全会一致により可決 

 

【その他】 

■議会運営委員会報告（道内所管事務調査） 

■総務文教常任委員会報告（道内所管事務調査） 

■産業厚生常任委員会報告（道内所管事務調査） 

 

【陳情】 

件名 提出者 
付託先 
付託時期 

結果 

「当別町文化センター建設基金の設置、管理及

び処分に関する条例」に関する陳情書 

特定非営利活動法人ゆめ

の種子トーペッ 

理事長 堀江 三千代 

総務委員会 

29 年第５回

（12月） 

継続審査 

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 
29 年第５回
（12月） 

継続審査 

札沼線の北海道医療大学駅以北の路線廃止に

歯止めをかけるための意見書の採択を求める

陳情 

太美地域社会保障勉強会 

会長 菊池 眞生 他４

団体 

総務委員会 

29 年第４回

（9月） 

全会一致 

採択 

日欧 EPA「大枠合意」の撤回を求める意見書の

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 

29 年第４回

（9月） 

継続審査 

核兵器禁止条約に日本政府が早期に参加する

ことを求める意見書採択の陳情書 

新日本婦人の会当別支部 

支部長 佐藤 美智子 

他４団体 

総務委員会 

29 年第４回

（9月） 

継続審査 

「自家用車を利用したライドシェア解禁の慎

重な審議を求める意見書」の提出を求める陳情 

自交総連北海道地方連合

会 

執行委員長 渡辺 聡 

産業委員会 

29 年第３回

（6月） 

全会一致 

採択 

子ども医療費助成制度の拡充を求める陳情書 新日本婦人の会当別支部 

支部長 佐藤 美智子 

他４団体 

産業委員会 

29 年第３回

（6月） 

全会一致 

趣旨採択 

町内の夜間休日の診療体制の充実を求める陳

情書 

公益財団法人北海道勤労

者医療協会当別社員支部 

支部長 今野 一三六 

他４団体 

産業委員会 

29 年第３回

（6月） 

全会一致 

採択 

※「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３月定例会（会期 ３月６日～３月２２日 １７日間） 

（１）会議日程と主な内容 

月 日 内         容 

３月６日 本会議 議員提案 陳情の委員会付託 委員会付託報告 

    町長・教育長の町政及び教育行政執行方針 

３月７日 委員会 補正予算などの審査 

３月８日 委員会 補正予算などの審査 

３月９日 本会議 専決処分の報告 補正予算の議決 

    行政執行方針に対する代表質問 

    新年度予算関連議案の提出 予算審査特別委員会の設置 

３月１２日 委員会 新年度予算などの審査 

３月１３日 委員会 新年度予算などの審査 

３月１４日 本会議 一般質問（３人） 

３月１５日 本会議 一般質問（３人） 

３月16日 19日 

22日 

予算審査特別委員会（３日間）  

３月２２日 本会議 委員会付託報告  

予算審査特別委員会報告(新年度予算関連議案の議決) 

条例制定、副町長の選任などの議決 

（２）議案の主な議決状況 

【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 

 

【補正予算】 

■一般会計補正予算（第５号）▲全会一致により可決 

 補正額                2 億 18 万円(増) 

 平成 29年度総額         97 億 3,593 万円 

 《主な補正内容》 

 ○財政調整基金積立金                5,158 万円 

 ○国民健康保険特別会計繰出金     1 億 5,000 万円 

 ○担い手確保・経営強化支援事業補助金   1,500 万円 

 ○市町村職員組合負担金               700 万円 

 

■国民健康保険特別会計補正予算（第４号）▲全会一致により可決 

 補正額              4,068 万円(減) 

 平成 29年度総額          25 億 2,844 万円 

 

■介護保険特別会計補正予算（第３号）▲全会一致により可決 

 補正額                702 万円(減) 

 平成 29年度総額          14 億 9,095 万円 
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■介護サービス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                 401 万円(減) 

 平成 29年度総額          6,577 万円 

 

■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                3,459 万円(減) 

 平成 29年度総額         9 億 594 万円 

 

■水道事業会計補正予算（第１号）▲全会一致により可決 

 〈収益的収入〉補正額        354 万円(減) 

  平成 29年度総額        6 億 8,575 万円 

 〈収益的支出〉補正額        471 万円(減) 

  平成 29年度総額        6 億 6,045 万円 など 

 

【条例】 

■当別町職員の給与に関する条例の一部改正 ▲全会一致により可決 

■当別町特別工業地区建築条例の一部改正 ▲全会一致により可決 

■当別町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営 等の基準等に関する条例制

定 ▲全会一致により可決 

■当別町指定地域密着型介護予防サービスの事業の 人員等の基準及び介護予防

のための支援の基準に 関する条例の一部改正 ▲全会一致により可決 

■当別町指定地域密着型サービスの人員等の基準に 関する条例の一部改正  

 ▲全会一致により可決 

■当別町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営 等の基準等に関する条例の

一部改正 ▲全会一致により可決 

■当別町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する 条例の一部改正 ▲全会一

致により可決 

■当別町都市公園条例の一部改正 ▲全会一致により可決 

■当別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事 業の運営に関する基準を定め

る条例の一部改正 ▲全会一致により可決 

 

【人事案件】 

■固定資産評価審査委員会委員(梅枝正春氏)の選任について ▲全会一致により

同意 

■副町長(増輪肇氏)の選任について ▲全会一致により同意 

 

【議員提案】 

■堀江病院の閉院を踏まえて、持続可能な当別町地域医療体制の確立を求める意見

書 

▲全会一致により可決 
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平成 30年度各会計予算審査特別委員会へ付託 

【平成30年度当初予算】 

■一般会計 ■国民健康保険特別会計 ■後期高齢者医療特別会計  

■介護保険特別会計■当別町介護サービス事業特別会計  

■下水道事業特別会計 ■水道事業会計 

【条例】 

■平成30年度における当別町長等の期末手当の減 額に関する条例制定 

■当別町職員の育児休業等に関する条例の一部改正 

■当別町印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正 

■当別町国民健康保険条例の一部改正 

■当別町国民健康保険税条例の一部改正 

■当別町後期高齢者医療に関する条例の一部改正 

■当別町介護保険条例の一部改正 

【その他】 

■当別町地域集会施設に係る指定管理者の指定 

【平成30年度各会計予算審査特別委員会報告】 

⇒本各案件は、原案のとおり可決すべきものと決定 

 

【陳情】 

件名 提出者 
付託先 
付託時期 

結果 

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 

30年第１回

（3月） 

継続審査 

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 

産業委員会 

30年第１回

（3月） 

継続審査 

「当別町文化センター建設基金の設置、管

理及び処分に関する条例」に関する陳情書 

特定非営利活動法人 

ゆめの種子トーペッ 

理事長 堀江 三千代 

総務委員会 

29年第５回

（12月） 

全会一致 

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 
29年第５回
（12月） 

継続審査 

核兵器禁止条約に日本政府が早期に参加す

ることを求める意見書採択の陳情書 

新日本婦人の会当別支部 

支部長 佐藤 美智子 他

４団体 

総務委員会 

29年第４回

（9月） 

賛成多数 

不 採 択 

日欧ＥＰＡ「大枠合意」の撤回を求める意

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 

29年第４回

（9月） 

賛成多数 

不 採 択 

※「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 


