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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、一昨年から実施し、町内会や町内の諸団体の皆さんを対

象とし、４回開催してきました。

今回の５回目の報告会は、町内会の役員並びに、町内の諸団体の皆さん

にお集まりいただき、定例会等や議会改革取組みの報告と合わせ、懇談の

中では、地方創生に係る当別版総合戦略の策定や各町内会からの話題をも

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 26年 12 月定例会・平成 27年 3 月定例会・5月臨時会・6月定例

会の報告

（２）議会改革の取組み

（３）懇談（当別版総合戦略の策定や、その他各町内会の話題などに対する

意見交換）

４ 平成２６年１２月定例会（会期 １２月９日～１２月１２日 ４日間）

（１）会議日程と主な内容

月 日 内 容

１２月 ９日 本会議 陳情の委員会付託

１２月９、１０日 委員会 補正予算などの審査

１２月１１日 本会議 一般質問（５人）

１２月１２日 本会議 一般質問（２人） 意見書採択

委員会付託報告 専決処分の承認

補正予算などの議決 委員の推薦
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（２）議案の主な議決状況

①議員提出議案

意見書 (産後ケア体制の支援強化) １件

②町長提出議案

専決処分承認の報告 １件

補正予算・条例制定改正 １３件

その他(委員推薦諮問の同意) １件

③一般会計補正予算（第４号）

減債基金積立金 ９９８１万円

まちづくり基金積立金 ５００３万円

ふるさと納税記念品 ２５３０万円

保育所運営費負担金 １４６７万円

５ 平成２７年３月定例会（会期 ３月３日～３月１８日 １６日間）

（１）会議日程と主な内容

月 日 内 容

３月３日 本会議 議員提出条例の議決 意見書採択

陳情の委員会付託 町長・教育長の所信表明

３月４日 委員会 補正予算などの審査

３月５日 委員会 補正予算などの審査

３月６日 本会議 委員の選任 補正予算などの議決

所信表明に対する会派代表質問

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９日 委員会 新年度予算などの審査

３月１０日 委員会 新年度予算などの審査

３月１１日 本会議 一般質問（４人）

３月１３日～１８日 予算審査特別委員会（３日間）

３月１８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)

町長提出議案などの議決
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（２）議案の主な議決状況

①議員提出議案

条例改正（常任委員会定数 各１名減）１件

意見書 (農協関係法制度の見直し) １件

②町長提出議案

補正予算・条例制定改正 １３件 ／ 新年度予算関連 １８件

その他(委員選任の同意) １件

③一般会計補正予算（第５号）

地域消費喚起・生活支援型緊急支援事業 ５３１５万円

地方創生先行型緊急支援事業 ５２９０万円

国民健康保険特別会計繰出金 ４６１４万円

町道除排雪業務委託 ９８９８万円

障害福祉サービス給付費 ２６６５万円

④その他

当別町債権管理条例制定

当別町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会条例制定

当別町空家等の適正管理条例制定

⑤平成２７年度予算審査

各常任委員会、予算審査特別委員会で述べ５日間の審査

一般会計は、９４億１５６６万円 (対前年度比 22.0%増)

特別会計を含めた全体予算は、１５４億７００４万円

(対前年度比 14.0%増)
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平成２７年度当別町各会計

予算審査特別委員会報告書

本定 例会 にお いて 付託 され た案 件に つい て、 平成 ２７ 年３ 月１ ３日、

１ ６日、１８ 日の３日間にわた り慎重審査の結果、一部意見を付し て、

次のとおり決定したので報告する。

１ 審査の結果

（１）議案第１０号から議案第２７号

本各案件は、原案のとおり可決すべきものと決定した。

新年度予算案は、一般会計で対前年度比２２.０％増の９４億１５６５万６千円となって

いる。より一層の費用対効果が現れるよう施策の推進を図られたい。

平成２７年３月１８日

当別町議会

議長 髙 谷 茂 様

平成２７年度

当別町各会計予算審査特別委員会

委員長 竹 田 和 雄
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６ 平成２７年度予算 主要事業の概要

（1）当別町第５次総合計画 「基本施策の方向性」に基づく主要事業

（千円）

●基本的な視点 項目 担当部署名 Ｈ27 予算額

１ 住みよいまちづくり （地域づくり・生活環境）

防災資機材等備蓄事業 総務部 1,040

防災マップ等作成・更新事業 総務部 3,200

公共施設等総合管理計画策定事業 総務部 972

消火栓工事事業 総務部【消防】 1,017

救助器具整備事業【新規】 総務部【消防】 871

当別町コミュニティバス本格運行事業 企画部 12,000

基幹行政システム運用事業 企画部 31,837

消費者行政事業 住民環境部 4,417

除排雪事業 建設水道部 245,000

除雪機械購入事業 建設水道部 25,200

町道中央十九線防雪柵設置事業 建設水道部 29,000

橋梁長寿命化事業 建設水道部 26,000

公園施設長寿命化事業【新規】 建設水道部 5,600

道路ストック総点検事業【新規】 建設水道部 20,000

町道高岡中央線歩道新設事業【新規】 建設水道部 17,400

公営住宅長寿命化事業【新規】 建設水道部 5,162

２ すてきな人づくり （子育て・生涯学習）

当別町人材育成基金の活用推進事業補助金 企画部 1,800

夏至祭等事業費補助金 企画部 1,000

子育て支援センター運営事業 福祉部 2,182

子ども発達支援センター運営事業 福祉部 13,663

子ども発達支援センター相談支援事業 福祉部 5,050

放課後児童対策事業（子どもプレイハウス） 福祉部 18,710

児童手当 福祉部 183,070

子育て世帯臨時特例給付金事業 福祉部 7,773

高齢者が活きる地域しごと支援事業【新規】 教育委員会 6,380
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３ 元気なまちづくり （健康・福祉）

後期高齢者医療事業 住民環境部 199,342

妊婦一般健康診査等委託事業 福祉部 4,957

がん検診事業 福祉部 16,566

小児期定期予防接種事業 福祉部 14,261

地域包括支援センター事業 福祉部 21,338

介護保険デイサービス・ホームヘルプサービス事業 福祉部 68,861

臨時福祉給付金事業 福祉部 25,569

４ 活力あるまちづくり （産業）

当別町農業１０年ビジョン確立推進事業【新規】 経済部 678

農業経営基盤強化資金利子補給事業 経済部 4,434

農業農村整備事業 経済部 79,253

当別町観光協会補助金(FIKA) 経済部 2,000

５ 美しいまちづくり （自然・環境・景観）

美しいまちづくり推進事業
企画部・住民環

境部
427

ごみ収集運搬・減量化事業 住民環境部 103,012

資源回収・リサイクル事業 住民環境部 1,860

石狩市廃棄物処理施設等負担金 住民環境部 120,200

し尿収集運搬業務委託事業 住民環境部 21,041

新エネルギー賦存量等調査（導入可能性検証）事業【新規】 経済部 9,990
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（2）当別町第５次総合計画 「重点プラン」に基づく主要事業

（千円）

●重点プラン 項目 担当部署名 Ｈ27 予算額

１ がんばる経済活動への支援

当別ブランド推進事業 企画部 108,822

（仮称）当別町道の駅実施設計業務委託事業【新規】 経済部 37,595

２ いきいきとした地域コミュニティの創造

行政区及び行政推進員制度 総務部 6,505

町内会運営費補助金 住民環境部 11,915

当別町文化創造と賑わい創出拠点事業（当別赤れんが 6 号管理） 経済部 9,050

社会教育・体育施設管理運営事業 教育委員会 57,534

３ 地域で見守り育てる福祉・教育環境の創造

特定健康診査・特定保健指導等保健事業 住民環境部 40,867

高齢者クラブ活動事業補助金【新規】 福祉部 1,411

障がい者の地域生活への支援 福祉部 22,679

地域活動支援センター事業 福祉部 10,399

障がい福祉サービスの実施 福祉部 440,888

重度心身障がい者医療費の給付 福祉部 41,464

保育施設等給付事業 福祉部 86,055

ふとみ保育所業務民間委託事業 福祉部 91,258

弁華別小学校・弁華別中学校閉校記念事業協賛会補助金【新規】 教育委員会 1,600

各小中学校英会話指導助手配置事業 教育委員会 5,272

私立幼稚園特別支援教育費補助金 教育委員会 3,847

学校を核とした地域力強化プラン事業【新規】 教育委員会 2,971

４ 自然や田園など景観に魅せられるまちづくり

多面的機能支払交付金 経済部 242,950
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（3）地方創生に基づく主要事業（平成26年度予算繰越事業）

（千円）

項目 担当部署名 予算額

１ 地域消費喚起・生活支援型地域住民生活等緊急支援事業

おためし暮らし体験者町内消費喚起事業 企画部 1,717

プレミアム付商品券及び子育て応援商品券発行事業 福祉部・経済部 49,860

小児期インフルエンザ予防接種事業【新規】 福祉部 1,577

２ 地方創生先行型地域住民生活等緊急支援事業

当別町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業 企画部 4,145

企業立地促進事業 企画部・経済部 29,392

町内会街路灯 LED 化事業 住民環境部 3,224

食材の首都圏提供システム構築事業 経済部 1,661

ICT を活用した教育環境向上事業 教育委員会 12,700

一貫教育推進事業 教育委員会 1,778
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７ 平成２７年５月臨時会（会期 ５月１３日 １日間）

（１）会議日程と主な内容

月 日 主 な 内 容

５月１３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

委員の選任 補正予算などの議決

（２）議会の構成

①正副議長の選任 ○議長⇒後藤正洋 ○副議長⇒島田裕司

②各委員会委員の選任

○議会運営委員会 岡野委員長・山田副委員長・高谷委員・

石川委員・稲村委員・古谷委員・鈴木委員

○総務文教常任委員会 稲村委員長・澁谷副委員長・島田委員・

高谷委員・市川委員・石川委員・山田委員

○産業厚生常任委員会 古谷委員長・秋場副委員長・岡野委員・

山﨑委員・鈴木委員・五十嵐委員・佐藤委員

○議会広報特別委員会 石川委員長・山﨑副委員長・鈴木委員・

五十嵐委員・佐藤委員

③一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 市川議員・山﨑議員

○石狩教育研修センター組合議員 佐藤議員

○石狩西部広域水道企業団組合議員 島田議員・山田議員

○札幌広域圏組合議員 後藤議員
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（３）議案の主な議決状況

①町長提出議案

専決処分承認の報告 ５件 ／ 補正予算 １件

その他(監査委員選任の同意) １件

８ 平成２７年６月定例会（会期 ６月９日～６月１６日 ８日間）

（１）会議日程と主な内容

月 日 主 な 内 容

６月 ９日 本会議 陳情の委員会付託

６月１０日 委員会 補正予算などの審査

６月１１日 委員会 補正予算などの審査

６月１２日 本会議 一般質問（３人）

６月１５日 本会議 一般質問（２人）

６月１６日 本会議 補正予算などの議決

（２）議案の主な議決状況

①町長提出議案

補正予算・条例改正 ２件

その他(工事等契約 他) ３件

②一般会計補正予算（第１号）

ふとみ保育所改修工事 １５００万円

総合体育館災害対応型再生可能エネルギー等導入工事

１億５７５１万円

③その他

ロータリ除雪車購入契約 １６６３万円

各小中学校ＩＣＴ機器購入契約 １２５２万円
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９ 議会改革の取組み（ 平成２７年改選期～ ）

10 懇 談

（１）当別版総合戦略の策定について

（２）その他（各町内会の話題などに対する意見交換）


