
 

平成平成平成平成１１１１９９９９年黒松内町議会第年黒松内町議会第年黒松内町議会第年黒松内町議会第２２２２回回回回定例定例定例定例会会会会    

議議議議    事事事事    日日日日    程程程程（（（（第第第第    １１１１    日日日日））））    

（（（（平成平成平成平成１１１１９９９９年年年年    ６６６６月月月月１１１１１１１１日日日日    月月月月曜日曜日曜日曜日    午前午前午前午前    ９９９９時時時時５８５８５８５８分分分分    開開開開    会会会会））））    

日日日日    程程程程    議案番号議案番号議案番号議案番号    付付付付    議議議議    件件件件    名名名名    結結結結    果果果果    

        開開開開    会会会会、、、、開開開開    議議議議    宣宣宣宣    告告告告        

第第第第    １１１１        

会議録署名会議録署名会議録署名会議録署名議員指名議員指名議員指名議員指名        ５５５５番番番番            岩岩岩岩    澤澤澤澤    史史史史    朗朗朗朗    議員議員議員議員    

                                        １０１０１０１０番番番番            増増増増    山山山山            勉勉勉勉    議員議員議員議員    
指指指指            名名名名    

第第第第    ２２２２        会期会期会期会期のののの決定決定決定決定            ６６６６月月月月１１１１１１１１日日日日からからからから１９１９１９１９日日日日    ９９９９日間日間日間日間    決決決決            定定定定    

第第第第    ３３３３        町行政報告町行政報告町行政報告町行政報告、、、、教育行政報告教育行政報告教育行政報告教育行政報告    報報報報    告告告告    済済済済    

第第第第    ４４４４    報告第報告第報告第報告第１１１１号号号号    例月出納検査報告例月出納検査報告例月出納検査報告例月出納検査報告についてについてについてについて（（（（２２２２月月月月、、、、３３３３月月月月、、、、４４４４月分月分月分月分））））    報報報報    告告告告    済済済済    

第第第第    ５５５５    報告第報告第報告第報告第２２２２号号号号    随時監査報告随時監査報告随時監査報告随時監査報告についてについてについてについて    報報報報    告告告告    済済済済    

第第第第    ６６６６    報告第報告第報告第報告第３３３３号号号号    
専決処分専決処分専決処分専決処分のののの報告報告報告報告についてについてについてについて    

（（（（車両事故車両事故車両事故車両事故によるによるによるによる損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償のののの額額額額をををを定定定定めることについてめることについてめることについてめることについて））））    
報報報報    告告告告    済済済済    

第第第第    ７７７７    報告第報告第報告第報告第４４４４号号号号    
平成平成平成平成１８１８１８１８年度黒松内町繰越明許費繰越計算書年度黒松内町繰越明許費繰越計算書年度黒松内町繰越明許費繰越計算書年度黒松内町繰越明許費繰越計算書のののの報告報告報告報告についについについについ

てててて    
報報報報    告告告告    済済済済    

第第第第    ８８８８    報告第報告第報告第報告第５５５５号号号号    株式会社株式会社株式会社株式会社ブナブナブナブナのののの里振興公社経営状況里振興公社経営状況里振興公社経営状況里振興公社経営状況のののの報告報告報告報告についてについてについてについて    報報報報    告告告告    済済済済    

第第第第    ９９９９    議案第議案第議案第議案第１１１１号号号号    平成平成平成平成１９１９１９１９年度黒松内町一般会計補正予算年度黒松内町一般会計補正予算年度黒松内町一般会計補正予算年度黒松内町一般会計補正予算（（（（第第第第２２２２回回回回））））についてについてについてについて    提案説明済提案説明済提案説明済提案説明済    

第第第第１０１０１０１０    議案第議案第議案第議案第２２２２号号号号    
平成平成平成平成１９１９１９１９年度黒松内町国民健康保険事業年度黒松内町国民健康保険事業年度黒松内町国民健康保険事業年度黒松内町国民健康保険事業特別会計補正予算特別会計補正予算特別会計補正予算特別会計補正予算

（（（（第第第第１１１１回回回回））））についてについてについてについて    
提案説明済提案説明済提案説明済提案説明済    

第第第第１１１１１１１１    議案第議案第議案第議案第３３３３号号号号    
平成平成平成平成１９１９１９１９年度黒松内町老人保健特別会計補正予算年度黒松内町老人保健特別会計補正予算年度黒松内町老人保健特別会計補正予算年度黒松内町老人保健特別会計補正予算（（（（第第第第１１１１回回回回））））

についてについてについてについて    
提案説明済提案説明済提案説明済提案説明済    



第第第第１２１２１２１２    議案第議案第議案第議案第４４４４号号号号    黒松内町商店街黒松内町商店街黒松内町商店街黒松内町商店街にぎわいづくりにぎわいづくりにぎわいづくりにぎわいづくり条例条例条例条例のののの制定制定制定制定についてについてについてについて    特別委員会付託特別委員会付託特別委員会付託特別委員会付託    

第第第第１３１３１３１３    議案第議案第議案第議案第５５５５号号号号    
報酬及報酬及報酬及報酬及びびびび費用弁償支給条例費用弁償支給条例費用弁償支給条例費用弁償支給条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例のののの制定制定制定制定にににに

ついてついてついてついて    
提案説明済提案説明済提案説明済提案説明済    

第第第第１４１４１４１４    議案第議案第議案第議案第６６６６号号号号    監査委員監査委員監査委員監査委員のののの選任選任選任選任についてについてについてについて    同 意 議同 意 議同 意 議同 意 議 決決決決    

第第第第１５１５１５１５    認定第認定第認定第認定第１１１１号号号号    
平成平成平成平成１８１８１８１８年度黒松内町国民健康保険病院事業会計歳入歳出年度黒松内町国民健康保険病院事業会計歳入歳出年度黒松内町国民健康保険病院事業会計歳入歳出年度黒松内町国民健康保険病院事業会計歳入歳出

決算認定決算認定決算認定決算認定についてについてについてについて    
提案説明済提案説明済提案説明済提案説明済    

第第第第１６１６１６１６    発議第発議第発議第発議第１１１１号号号号    日豪日豪日豪日豪ＥＰＡＥＰＡＥＰＡＥＰＡ交渉交渉交渉交渉にににに関関関関するするするする意見書意見書意見書意見書（（（（案案案案））））についてについてについてについて    提案説明済提案説明済提案説明済提案説明済    

第第第第１７１７１７１７    選挙選挙選挙選挙第第第第１１１１号号号号    北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙についてについてについてについて    投投投投    票票票票    済済済済    

                

                                

（（（（平成平成平成平成１１１１９９９９年年年年    ６６６６月月月月１１１１１１１１日日日日    午前午前午前午前１１１１１１１１時時時時５０５０５０５０分分分分    散散散散    会会会会））））    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

平成平成平成平成１１１１９９９９年黒松内町議会第年黒松内町議会第年黒松内町議会第年黒松内町議会第２２２２回定例会回定例会回定例会回定例会    

議議議議    事事事事    日日日日    程程程程（（（（第第第第    ２２２２    日日日日））））    

（（（（平成平成平成平成１１１１９９９９年年年年    ６６６６月月月月１１１１８８８８日日日日    月曜日月曜日月曜日月曜日    午前午前午前午前９９９９時時時時５７５７５７５７分分分分    開開開開    会会会会））））    

日日日日    程程程程    議案番号議案番号議案番号議案番号    付付付付    議議議議    件件件件    名名名名    結結結結    果果果果    

        開開開開    議議議議    宣宣宣宣    告告告告        

第第第第    １１１１        

会議録署名議員指名会議録署名議員指名会議録署名議員指名会議録署名議員指名        ５５５５番番番番            岩岩岩岩    澤澤澤澤    史史史史    朗朗朗朗    議員議員議員議員    

                                        １０１０１０１０番番番番            増増増増    山山山山            勉勉勉勉    議員議員議員議員    
指指指指            名名名名    

第第第第    ２２２２    議案第議案第議案第議案第１１１１号号号号    平成平成平成平成１９１９１９１９年度黒松内町一般会計補正予算年度黒松内町一般会計補正予算年度黒松内町一般会計補正予算年度黒松内町一般会計補正予算（（（（第第第第２２２２回回回回））））についてについてについてについて    原 案 可原 案 可原 案 可原 案 可 決決決決    

第第第第    ３３３３    議案第議案第議案第議案第２２２２号号号号    
平成平成平成平成１９１９１９１９年度黒松内町国民健康保険事業特別会計補正予算年度黒松内町国民健康保険事業特別会計補正予算年度黒松内町国民健康保険事業特別会計補正予算年度黒松内町国民健康保険事業特別会計補正予算

（（（（第第第第１１１１回回回回））））についてについてについてについて    
原 案 可原 案 可原 案 可原 案 可 決決決決    

第第第第    ４４４４    議案第議案第議案第議案第３３３３号号号号    
平成平成平成平成１９１９１９１９年度黒松内町老人保健特別会計補正予算年度黒松内町老人保健特別会計補正予算年度黒松内町老人保健特別会計補正予算年度黒松内町老人保健特別会計補正予算（（（（第第第第１１１１回回回回））））

についてについてについてについて    
原 案 可原 案 可原 案 可原 案 可 決決決決    

第第第第    ５５５５    議案第議案第議案第議案第５５５５号号号号    
報酬及報酬及報酬及報酬及びびびび費用弁償支給条例費用弁償支給条例費用弁償支給条例費用弁償支給条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例のののの制定制定制定制定にににに

ついてついてついてついて    
原 案 可原 案 可原 案 可原 案 可 決決決決    

第第第第    ６６６６    認定第認定第認定第認定第１１１１号号号号    
平成平成平成平成１８１８１８１８年度黒松内町国年度黒松内町国年度黒松内町国年度黒松内町国民健康保険病院事業会計歳入歳出民健康保険病院事業会計歳入歳出民健康保険病院事業会計歳入歳出民健康保険病院事業会計歳入歳出

決算認定決算認定決算認定決算認定についてについてについてについて    
認 定 議認 定 議認 定 議認 定 議 決決決決    

第第第第    ７７７７    発議第発議第発議第発議第１１１１号号号号    日豪日豪日豪日豪ＥＰＡＥＰＡＥＰＡＥＰＡ交渉交渉交渉交渉にににに関関関関するするするする意見書意見書意見書意見書（（（（案案案案））））についてについてについてについて    原 案 可原 案 可原 案 可原 案 可 決決決決    

追追追追    加加加加    

第第第第    １１１１    
議案第議案第議案第議案第７７７７号号号号    副町長副町長副町長副町長のののの選任選任選任選任についてについてについてについて    同 意 議同 意 議同 意 議同 意 議 決決決決    

第第第第    ８８８８        一一一一    般般般般    質質質質    問問問問        

        （（（（議会運営委員会議会運営委員会議会運営委員会議会運営委員会    委員長報告委員長報告委員長報告委員長報告））））        

追追追追    加加加加    

第第第第    ２２２２    
    特別委員会特別委員会特別委員会特別委員会のののの設置設置設置設置についてについてについてについて    決決決決            定定定定    

第第第第    ９９９９        会議録署名議員指名会議録署名議員指名会議録署名議員指名会議録署名議員指名        １１１１番番番番            長谷川長谷川長谷川長谷川            実実実実    議員議員議員議員    指指指指            名名名名    

                                    

                                （（（（平成平成平成平成１１１１９９９９年年年年    ６６６６月月月月１１１１８８８８日日日日    午後午後午後午後２２２２時時時時４４４４４４４４分分分分    散散散散    会会会会））））    

    

    

    

    



平成平成平成平成１１１１９９９９年黒松年黒松年黒松年黒松内町議会第内町議会第内町議会第内町議会第２２２２回定例会回定例会回定例会回定例会    

議議議議    事事事事    日日日日    程程程程（（（（第第第第    ３３３３    日日日日））））    

（（（（平成平成平成平成１１１１９９９９年年年年    ６６６６月月月月１９１９１９１９日日日日    火火火火曜日曜日曜日曜日    午前午前午前午前９９９９時時時時５９５９５９５９分分分分    開開開開    会会会会））））    

日日日日    程程程程    議案番号議案番号議案番号議案番号    付付付付    議議議議    件件件件    名名名名    結結結結    果果果果    

        開開開開    議議議議    宣宣宣宣    告告告告        

第第第第    １１１１        

会議録署名議員指名会議録署名議員指名会議録署名議員指名会議録署名議員指名        ５５５５番番番番            岩岩岩岩    澤澤澤澤    史史史史    朗朗朗朗    議員議員議員議員    

                                        １０１０１０１０番番番番            増増増増    山山山山            勉勉勉勉    議員議員議員議員    
指指指指        名名名名    

第第第第    ２２２２        一一一一    般般般般    質質質質    問問問問        

第第第第    ３３３３    発議第発議第発議第発議第２２２２号号号号    道路整備道路整備道路整備道路整備にににに関関関関するするするする意見書意見書意見書意見書（（（（案案案案））））についてについてについてについて    原案可決原案可決原案可決原案可決    

第第第第    ４４４４        議員派遣議員派遣議員派遣議員派遣についてについてについてについて    決決決決        定定定定    

第第第第    ５５５５    承認第承認第承認第承認第１１１１号号号号    

閉会中閉会中閉会中閉会中のののの継続調査継続調査継続調査継続調査のののの承認承認承認承認をををを求求求求めることについてめることについてめることについてめることについて    

（（（（総務社会常任委員会総務社会常任委員会総務社会常任委員会総務社会常任委員会、、、、産業建設常任委員会産業建設常任委員会産業建設常任委員会産業建設常任委員会、、、、議会運営委員会議会運営委員会議会運営委員会議会運営委員会、、、、

商店街商店街商店街商店街にぎわいづくりにぎわいづくりにぎわいづくりにぎわいづくり条例審査特別委員会条例審査特別委員会条例審査特別委員会条例審査特別委員会））））    

承認議決承認議決承認議決承認議決    

                                    

（（（（平成平成平成平成１１１１９９９９年年年年    ６６６６月月月月１９１９１９１９日日日日    午後午後午後午後２２２２時時時時４６４６４６４６分分分分    閉閉閉閉    会会会会））））    

    

    


