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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 

平成２５年から実施している議会報告会は、町内会・一般町民や町内の諸

団体の皆さんを対象として過去１２回開催してきました。 

本日１３回目の報告会は、定例会等の報告と合わせ、懇談の中では、町が

現在策定している新しい当別町総合計画の施策の方向性などについて、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１２月定例会・平成３１年３月定例会・令和元年５月臨時会・ 

６月定例会・９月定例会 報告 

（２）懇談  テーマ「新しい当別町総合計画に関するフリートーク」 
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４ 平成３０年１２月定例会（会期 １２月４日～１２月１１日 ８日間） 

（１）会議日程と主な内容 

月 日 主 な 内 容 

１２月 ４日 本会議 行政報告 委員会報告 

１２月 ５日 委員会 補正予算などの審査 

１２月 ６日 委員会 補正予算などの審査 

１２月 ７日 本会議 一般質問（４人）  

１２月１０日 本会議 一般質問（３人） 

１２月１１日 本会議 委員会付託報告 補正予算 条例制定などの議決 

（２）議案の主な議決状況 

【人事案件】 

■固定資産評価審査委員会委員（橋本俊一氏）の選任  ➡全会一致により同意 

■固定資産評価審査委員会委員（髙田修二氏）の選任  ➡全会一致により同意 

 

【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 

■当別町保育所設置条例を廃止する条例制定      ➡全会一致により可決 

 

【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 1,668 万円(増) 

 平成 30年度総額               97 億 1,240 万円 

 《主な補正内容》 

 ○財政調整基金積立金                5,775 万円 

 ○福祉灯油助成               690 万円 

 ○経営体育成支援事業           4,912 万円 

■国民健康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                     1,603 万円(増) 

 平成 30年度総額                  20 億 8,902 万円 

 《主な補正内容》 

 ○療養給付費等負担金償還金           1,776 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                       50 万円(増) 

 平成 30年度総額                   2 億 3,872 万円 

 《主な補正内容》 

 ○後期高齢者医療広域連合納付金          30 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                     2,852 万円(増) 

 平成 30年度総額                  15 億 7,011 万円 



- 3 - 
 

 《主な補正内容》 

 ○保険給付費                        2,842 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                       1 万円(減) 

 平成 30年度総額                   8 億 9,341 万円 

 《主な補正内容》 

 ○給与                        64 万円（増） 

 ○職員手当等                65 万円（減） 

■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                 95 万円(減) 

  平成 30年度総額                6 億 4,082 万円 

 〈資本的支出〉補正額                 22 万円(増) 

  平成 30年度総額                2 億 9,244 万円  

 

【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] 鈴木岩夫議員 

産業委員会 

30年第３回

(9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 

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３１年３月定例会（会期 ３月５日～３月２０日 １６日間） 

（１）会議日程と主な内容 

月 日 内         容 

３月５日 本会議 請願・陳情の委員会付託  

    町長・教育長の町政及び教育行政執行方針 

３月６日 委員会 補正予算などの審査 

３月７日 委員会 補正予算などの審査 

３月８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１１日 委員会 新年度予算などの審査 

３月１２日 委員会 新年度予算などの審査 

３月１３日 本会議 一般質問（２人） 

３月１４日 本会議 一般質問（３人） 

３月１５日・ 

１８日・２０日 

予算審査特別委員会（３日間）  

３月２０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) 

条例制定などの議決 

（２）議案の主な議決状況 

【専決処分】 

  ■平成３０年度一般会計補正予算（第６号）      ➡全会一致により承認 

  ■北海道市町村総合事務組合規約の制定及び廃止の協議について 

➡全会一致により承認 

【補正予算】 

■一般会計補正予算（第７号）           ➡全会一致により可決 

 補正額                1 億 8,279 万円(増) 

 平成 30年度総額         105 億 2,541 万円 

 《主な補正内容》 

 ○減債基金積立金        1 億 9,111 万円 

 ○分収造林地整備業務          730 万円 

○一体型義務教育学校地質調査    1,601 万円 

■国民健康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                 6,255 万円(増) 

 平成 30年度総額             21 億 5,156 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                   393 万円(増) 

 平成 30年度総額             15 億 7,404 万円 

■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                   19 万円(減) 
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 平成 30年度総額          6,819 万円 

■下水道事業特別会計補正予算（第３号）      ➡全会一致により可決 

 補正額                5,785 万円(減) 

 平成 30年度総額        8 億 3,556 万円 

■水道事業会計補正予算（第２号）         ➡全会一致により可決 

 〈収益的収入〉補正額         9 万円(増) 

  平成 30年度総額        6 億 9,111 万円 

 〈収益的支出〉補正額        255 万円(減) 

  平成 30年度総額        6 億 3,827 万円  

 

【条例】 

■当別町職員の自己啓発等休業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 

  ■当別町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の 

資格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 

一部改正                     ➡全会一致により可決 

 

平成 31年度各会計予算審査特別委員会へ付託 

【平成31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■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】 

■当別町立地適正化計画策定委員会条例制定 

■当別町空家等の適正管理に関する条例の一部改正 

■当別町森づくり基金条例制定 

■当別町国民健康保険税条例の一部改正 

■当別町下水道条例の一部改正 

■当別町水道事業給水条例の一部改正 

【その他】 

■当別町社会体育施設等に係る指定管理者の指定 

■札幌広域圏組合規約の変更の協議 

■札幌広域圏組合の解散及び解散に伴う財産処分に関する協議 

■札幌市及び当別町における連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結に 

関する協議 

 

【平成 31年度各会計予算審査特別委員会報告】 

○付託された全ての案件を、原案のとおり可決すべきものと決定した。 
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【請願・陳情】 

件名 提出者 
付託先 
付託時期 

結果 

国に対し「消費税増税中止を求める意見書」

の提出を求める請願書 

新日本婦人の会当別支部 

支部長 佐藤美智子 

他４団体 

[紹介議員] 鈴木岩夫議員 

総務委員会 

31年第 1回

（3月） 

賛成多数

不 採 択 

町独自で国保税の１万円引き下げと国保の

抜本的改革を国に求める請願書 

(公社)北海道勤労者医療協会 

当別社員支部長 今野一三六 

他４団体 

[紹介議員] 鈴木岩夫議員 

産業委員会 

31年第１回

（3月） 

賛成多数

不 採 択 

日米貿易協定交渉の中止を求める陳情書 

当別町農民同盟 

委員長 堀 梅治  

他４団体 

産業委員会 

31年第 1回

（3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 

29年第 5回

（12月） 

趣旨採択 

※「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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６ 令和元年５月臨時会（会期 ５月１０日 １日間） 

（１）会議日程と主な内容  

月 日 主 な 内 容 

５月１０日 本会議 正副議長の選挙 各委員会委員の選任  

    一部事務組合委員の選挙  

    特別委員会設置 専決処分の承認 監査委員の選任 

    補正予算などの議決 

（２）議会の構成 

【正副議長の選任】    ○議長⇒後藤正洋 ○副議長⇒岡野喜代治 

 

【各委員会委員の選任】 

    ○議会運営委員会    

委員長 山田 明  副委員長 五十嵐信子 

委 員 髙谷 茂・古谷陽一・山﨑公司・鈴木岩夫・西村良伸 

 

○総務文教常任委員会  

委員長 古谷陽一  副委員長 鈴木岩夫 

     委 員 岡野喜代治・島田裕司・髙谷 茂・山田 明・佐々木常子 

    

○産業厚生常任委員会  

委員長 山﨑公司  副委員長 澁谷俊和 

     委 員 稲村勝俊・秋場信一・五十嵐信子・西村良伸・櫻井紀栄 

     

○議会広報特別委員会  

委員長 秋場信一  副委員長 鈴木岩夫 

委 員 西村良伸・佐々木常子・櫻井紀栄 

     

○当別町公共施設に関するあり方検討特別委員会 

委員長 髙谷 茂  副委員長 稲村勝俊 

     委 員 古谷陽一・山田 明・澁谷俊和・山﨑公司・五十嵐信子 

 

  【一部事務組合議会派遣議員の選出】 

    ○石狩北部地区消防事務組合議員  岡野喜代治・西村良伸 

    ○石狩教育研修センター組合議員  佐々木常子 

    ○石狩西部広域水道企業団組合議員 秋場信一・山﨑公司 

    ○札幌広域圏組合議員       後藤正洋 

（３）議案の主な議決状況 

【専決処分】 

  ■平成３０年度一般会計補正予算（第８号）      ➡全会一致により承認 

  ■当別町税条例等の一部改正                      ➡全会一致により承認 

  ■当別町都市計画税条例の一部改正                ➡全会一致により承認 
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  ■当別町介護保険条例の一部改正                  ➡全会一致により承認 

■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 

 

【人事案件】 

  ■監査委員の選任（稲村勝俊 氏）について         ➡賛成多数により同意 

 

【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                   3,293 万円(増) 

 令和元年度総額          103 億 7,313 万円 

 《主な補正内容》 

 ○プレミアム付き商品券事業      3,293 万円 

 

【契約】 

  ■ロータリー除雪車購入契約                     ➡全会一致により可決 
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７ 令和元年６月定例会（会期 ６月１２日～６月１９日 ８日間） 

（１）会議日程と主な内容 

月 日 主 な 内 容 

６月１２日 本会議 行政報告 請願・陳情の委員会付託  

６月１３日 委員会 補正予算などの審査 

６月１４日 委員会 補正予算などの審査 

６月１７日 本会議 一般質問（４人）  

６月１８日 本会議 一般質問（２人） 

６月１９日 本会議 委員会付託報告 補正予算 条例制定などの議決 

（２）議案の主な議決状況 

【報告】 

■平成３０年度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 

 

【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２号）                        ➡賛成多数により可決 

 補正額                      1 億 6,213 万円(増) 

 令和元年度総額               105 億 3,526 万円 

 《主な補正内容》 

 ○保育システム改修業務           800 万円 

 ○強い農業・担い手づくり総合支援事業    300 万円 

○一体型義務教育学校実施設計業務   1 億 3,998 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                        84 万円(増) 

 令和元年度総額                   15 億 6,633 万円 

 《主な補正内容》 

 ○事務処理システム改修                 84 万円 

 

【条例】 

■社会保障の安定的財源の確保等を図る税制の抜本的改革を行うための消費税法の 

一部を改正する等の法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定  

➡賛成多数により可決 

■石狩地区広域穀類乾燥調製貯蔵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  

■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 

一部改正                                        ➡全会一致により可決  
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【その他】 

■北海道市町村職員退職手当組合規約の変更の協議について 

➡全会一致により可決 

■北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更の協議について 

➡全会一致により可決 

■北海道市町村総合事務組合規約の変更の協議について 

➡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 

消費税率の１０％の延期を求める意見書の採

択を求める請願書 

新日本婦人の会当別支部 

支部長 佐藤美智子 

他４団体 

[紹介議員] 澁谷俊和議員 

鈴木岩夫議員 

総務委員会 

令和元年第

２回(6月） 

賛成多数

不 採 択 

人口減少に歯止めをかけ、若者が地元でくら

せる!「全国一律最低賃金制度」の創設を求め

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 

令和元年第

２回(6月） 

継続審査 

看護師の全国を適用地域とした特定最賃の新

設を求める陳情 

北海道医療労働組合連合会 

執行委員長 鈴木 緑 

産業委員会 

令和元年第

２回(6月） 

継続審査 

介護従事者の全国を適用地域とした特定最賃

の新設を求める陳情 

北海道医療労働組合連合会 

執行委員長 鈴木 緑 

産業委員会 

令和元年第

２回(6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 
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８ 令和元年９月定例会（会期 ９月１０日～９月２５日 １６日間） 

（１）会議日程と主な内容 

月 日 内         容 

９月１０日 本会議 議員提案 請願の委員会付託  

９月１１日 委員会 補正予算などの審査 

９月１２日 委員会 補正予算などの審査 

９月１３日 本会議 監査報告 決算審査特別委員会の設置 

９月１７日･ 

１８日･２５日 

決算審査特別委員会（３日間） 

９月２０日 本会議 一般質問（４人） 

９月２４日 本会議 一般質問（２人） 

９月２５日 本会議 委員会付託報告 決算審査特別委員会報告 教育長の任命 

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 

【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 

 

【報告】 

■株式会社tobe の平成３０年度決算及び令和元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 

 

【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                  4 億 2,780 万円(増) 

 令和元年度総額           109 億 6,307 万円 

 《主な補正内容》 

 ○まちづくり基金積立金      3 億 8,694 万円 

 ○町道外徐排雪業務委託        3,000 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                 1,950 万円(増) 

 令和元年度総額              15 億 8,583 万円 

 《主な補正内容》 

 ○交付金等前年度清算による償還金    1,895 万円 
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【人事案件】 

■教育委員会教育長(本庄幸賢氏)の任命について   ➡全会一致により同意                  

 

【条例】 

■当別町の休日に関する条例の一部改正       ➡全会一致により可決 

■当別町印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正  ➡全会一致により可決 

■災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正    ➡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 

■当別町家庭的保育事業等の設備及び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 

                            

 

平成３０年度各会計決算審査特別委員会へ付託 

【決算認定】 

■平成３０年度各会計歳入歳出決算認定について  

○一般会計・国民健康保険特別会計・下水道事業特別会計・介護保険特別会計 

介護サービス事業特別会計・国民健康保険特別会計・下水道事業特別会計 

    ■平成３０年度水道事業会計決算認定について   

 

【平成３０年度各会計予算審査特別委員会報告】 

○付託された案件を、原案のとおり認定すべきものと決定した。 

 

【請願・陳情】 

件名 提出者 
付託先 

付託時期 
結果 

人口減少に歯止めをかけ、若者が地元でくら

せる!「全国一律最低賃金制度」の創設を求め

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 

令和元年第

２回(6月） 

賛成多数

不 採 択 

看護師の全国を適用地域とした特定最賃の新

設を求める陳情 

北海道医療労働組合連合会 

執行委員長 鈴木 緑 

産業委員会 

令和元年第

２回(6月） 

賛成多数

不 採 択 

介護従事者の全国を適用地域とした特定最賃

の新設を求める陳情 

北海道医療労働組合連合会 

執行委員長 鈴木 緑 

産業委員会 

令和元年第

２回(6月） 

賛成多数

不 採 択 

核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求

める意見書の採択を求める請願書 

新日本婦人の会当別支部 

支部長 佐藤美智子 

他４団体 

[紹介議員] 澁谷俊和議員 

鈴木岩夫議員 

総務委員会 

令和元年第

３回(9月） 

継続審査 
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件名 提出者 
付託先 

付託時期 
結果 

マクロ経済スライドの廃止で「減らない年金」

の実現を求める意見書の採択を求める請願書 

全日本年金者組合当別支部 

支部長 相馬ひろこ  

他４団体 

[紹介議員] 鈴木岩夫議員 

産業委員会 

令和元年第

３回(9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 


