
 

平成平成平成平成２２２２２２２２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２２２２２２２２年年年年    ６６６６月月月月１６１６１６１６日日日日    水水水水曜日曜日曜日曜日    午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時０１０１０１０１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        ４４４４番番番番    藤藤藤藤    村村村村    賢賢賢賢    一一一一    議員議員議員議員    

                                            ７７７７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    
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１６１６１６１６日日日日からからからから２２２２２２２２日日日日    ７７７７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月月月月分分分分））））    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    
平成平成平成平成２１２１２１２１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    ６６６６    報告第報告第報告第報告第３３３３号号号号    
平成平成平成平成２１２１２１２１年度黒松内町国民健康保険病院事業会計予算年度黒松内町国民健康保険病院事業会計予算年度黒松内町国民健康保険病院事業会計予算年度黒松内町国民健康保険病院事業会計予算繰越繰越繰越繰越

計算書計算書計算書計算書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    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２１２１２１２１年度黒松内町年度黒松内町年度黒松内町年度黒松内町ブナブナブナブナ北限北限北限北限のののの里里里里づくりづくりづくりづくり基金状況基金状況基金状況基金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    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里振興公社里振興公社里振興公社のののの経営状況経営状況経営状況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    
専決処分専決処分専決処分専決処分のののの承認承認承認承認をををを求求求求めることめることめることめることについてについてについてについて    

（（（（平成平成平成平成２２２２２２２２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３３３３回回回回））））    
提案説明提案説明提案説明提案説明済済済済    

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２２２２２２２２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４４４４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２２２２２２２２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１１１１２２２２    
議案第議案第議案第議案第４４４４号号号号    

（（（（予算関連予算関連予算関連予算関連））））    
黒松内町産業遺産保全活用条例黒松内町産業遺産保全活用条例黒松内町産業遺産保全活用条例黒松内町産業遺産保全活用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    提案説明済提案説明済提案説明済提案説明済    

第第第第１１１１３３３３    議案第議案第議案第議案第５５５５号号号号    
黒松内町国民健康保険税条例黒松内町国民健康保険税条例黒松内町国民健康保険税条例黒松内町国民健康保険税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１１１１４４４４    議案第議案第議案第議案第６６６６号号号号    
黒松内町国民健康保険病院看護師等就業支援金貸与条例黒松内町国民健康保険病院看護師等就業支援金貸与条例黒松内町国民健康保険病院看護師等就業支援金貸与条例黒松内町国民健康保険病院看護師等就業支援金貸与条例のののの

制定制定制定制定についてについてについてについて    
提案説明済提案説明済提案説明済提案説明済    

第第第第１１１１５５５５    議案第議案第議案第議案第７７７７号号号号    
北海道町村北海道町村北海道町村北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約議会議員公務災害補償等組合規約議会議員公務災害補償等組合規約議会議員公務災害補償等組合規約のののの一部変更一部変更一部変更一部変更にににに

係係係係るるるる協議協議協議協議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１１１１６６６６    議案第議案第議案第議案第８８８８号号号号    
北海道市町村職員退職手当組合規約北海道市町村職員退職手当組合規約北海道市町村職員退職手当組合規約北海道市町村職員退職手当組合規約のののの一部変更一部変更一部変更一部変更にににに係係係係るるるる協議協議協議協議

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１１１１７７７７    議案第議案第議案第議案第９９９９号号号号    
北海道市町村総合事務組合規約北海道市町村総合事務組合規約北海道市町村総合事務組合規約北海道市町村総合事務組合規約のののの一部変更一部変更一部変更一部変更にににに係係係係るるるる協議協議協議協議につにつにつにつ

いていていていて    
提案説明済提案説明済提案説明済提案説明済    

第第第第１１１１８８８８    議案第議案第議案第議案第 10101010号号号号    
北海道市町村備荒資金組合規約北海道市町村備荒資金組合規約北海道市町村備荒資金組合規約北海道市町村備荒資金組合規約のののの一部変更一部変更一部変更一部変更にににに係係係係るるるる協議協議協議協議につにつにつにつ

いていていていて    
提案説明済提案説明済提案説明済提案説明済    

第第第第１１１１９９９９    認定認定認定認定第第第第１１１１号号号号    
平成平成平成平成２１２１２１２１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２２２２００００    発議第発議第発議第発議第１１１１号号号号    
北海道新幹線札幌延伸北海道新幹線札幌延伸北海道新幹線札幌延伸北海道新幹線札幌延伸にににに際際際際しししし、ＪＲ、ＪＲ、ＪＲ、ＪＲ北海道北海道北海道北海道によるによるによるによる函館本線函館本線函館本線函館本線のののの

経営継続経営継続経営継続経営継続をををを求求求求めるめるめるめ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２２２２１１１１    発議第発議第発議第発議第２２２２号号号号    
石炭石炭石炭石炭じんじんじんじん肺患者肺患者肺患者肺患者ととととトンネルトンネルトンネルトンネルじんじんじんじん肺患者肺患者肺患者肺患者のののの救済制度創設等救済制度創設等救済制度創設等救済制度創設等をををを

求求求求めるめるめるめ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２２２２２２２２    発議第発議第発議第発議第３３３３号号号号    地方財政地方財政地方財政地方財政のののの充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化をををを求求求求めるめるめるめ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２２２２３３３３    発議第発議第発議第発議第４４４４号号号号    

義務教育費国庫負担制度堅持義務教育費国庫負担制度堅持義務教育費国庫負担制度堅持義務教育費国庫負担制度堅持・・・・負担率負担率負担率負担率１１１１／／／／２２２２へのへのへのへの復元復元復元復元、、、、教職教職教職教職

員定数改善員定数改善員定数改善員定数改善、、、、就学保障充実就学保障充実就学保障充実就学保障充実などなどなどなど２０１１２０１１２０１１２０１１年度国家予算編成年度国家予算編成年度国家予算編成年度国家予算編成にににに

おけるおけるおけるおける教育予算確保教育予算確保教育予算確保教育予算確保・・・・拡充拡充拡充拡充にににに向向向向けたけたけたけた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２２２２４４４４    発議第発議第発議第発議第５５５５号号号号    
北海道地域最低賃金北海道地域最低賃金北海道地域最低賃金北海道地域最低賃金のののの大幅大幅大幅大幅なななな改善改善改善改善をををを求求求求めるめるめるめる意見書意見書意見書意見書（（（（案案案案））））につにつにつにつ

いていていていて    
提案説明済提案説明済提案説明済提案説明済    

                                

（（（（平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年    ６６６６月月月月１６１６１６１６日日日日    午後午後午後午後    １１１１時時時時４０４０４０４０分分分分    散散散散    会会会会））））    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



平成平成平成平成２２２２２２２２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２２２２２２２２年年年年    ６６６６月月月月２１２１２１２１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５５５５５５５５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        ４４４４番番番番    藤藤藤藤    村村村村    賢賢賢賢    一一一一    議員議員議員議員    

                                            ７７７７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    
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    
専決処分専決処分専決処分専決処分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    

（（（（平成平成平成平成２２２２２２２２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３３３３回回回回））））    
承 認 議承 認 議承 認 議承 認 議 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２２２２２２２２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４４４４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２２２２２２２２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４４４４号号号号    

（（（（予算関連予算関連予算関連予算関連））））    
黒松内町産業遺産保全活用条例黒松内町産業遺産保全活用条例黒松内町産業遺産保全活用条例黒松内町産業遺産保全活用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    ６６６６    議案第議案第議案第議案第５５５５号号号号    
黒松内町国民健康保険税条例黒松内町国民健康保険税条例黒松内町国民健康保険税条例黒松内町国民健康保険税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    ７７７７    議案第議案第議案第議案第６６６６号号号号    
黒松内町国民健康保険黒松内町国民健康保険黒松内町国民健康保険黒松内町国民健康保険病院看護師等就業支援金貸与条例病院看護師等就業支援金貸与条例病院看護師等就業支援金貸与条例病院看護師等就業支援金貸与条例のののの

制定制定制定制定についてについてについてについて    
原 案 可原 案 可原 案 可原 案 可 決決決決    

第第第第    ８８８８    議案第議案第議案第議案第７７７７号号号号    
北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約のののの一部変更一部変更一部変更一部変更にににに

係係係係るるるる協議協議協議協議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    ９９９９    議案第議案第議案第議案第８８８８号号号号    
北海道市町村職員退職手当組合規約北海道市町村職員退職手当組合規約北海道市町村職員退職手当組合規約北海道市町村職員退職手当組合規約のののの一部変更一部変更一部変更一部変更にににに係係係係るるるる協議協議協議協議

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１０１０１０１０    議案第議案第議案第議案第９９９９号号号号    
北海道市町村総合事務組合規約北海道市町村総合事務組合規約北海道市町村総合事務組合規約北海道市町村総合事務組合規約のののの一部変更一部変更一部変更一部変更にににに係係係係るるるる協議協議協議協議につにつにつにつ

いていていていて    
原 案 可原 案 可原 案 可原 案 可 決決決決    

第第第第１１１１１１１１    議案第議案第議案第議案第 10101010号号号号    
北海道市町村備荒資金組合規約北海道市町村備荒資金組合規約北海道市町村備荒資金組合規約北海道市町村備荒資金組合規約のののの一部変更一部変更一部変更一部変更にににに係係係係るるるる協議協議協議協議につにつにつにつ

いていていていて    
原 案 可原 案 可原 案 可原 案 可 決決決決    

第第第第１１１１２２２２    議案第議案第議案第議案第 11111111号号号号    工事請負契約工事請負契約工事請負契約工事請負契約についてについてについてについて［［［［町営住宅町営住宅町営住宅町営住宅（（（（朱太団地朱太団地朱太団地朱太団地））））新築主体工事新築主体工事新築主体工事新築主体工事］］］］    原 案 可原 案 可原 案 可原 案 可 決決決決    

第第第第１１１１３３３３    認定認定認定認定第第第第１１１１号号号号    
平成平成平成平成２１２１２１２１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    
認 定 議認 定 議認 定 議認 定 議 決決決決    

第第第第１１１１４４４４    発議第発議第発議第発議第１１１１号号号号    
北海道新幹線札幌延伸北海道新幹線札幌延伸北海道新幹線札幌延伸北海道新幹線札幌延伸にににに際際際際しししし、ＪＲ、ＪＲ、ＪＲ、ＪＲ北海道北海道北海道北海道によるによるによるによる函館本線函館本線函館本線函館本線のののの

経営継続経営継続経営継続経営継続をををを求求求求めるめるめるめ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    

第第第第１１１１５５５５    発議第発議第発議第発議第２２２２号号号号    
石炭石炭石炭石炭じんじんじんじん肺患者肺患者肺患者肺患者ととととトンネルトンネルトンネルトンネルじんじんじんじん肺患者肺患者肺患者肺患者のののの救済制度創設等救済制度創設等救済制度創設等救済制度創設等をををを

求求求求めるめるめるめ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    

第第第第１１１１６６６６    発議第発議第発議第発議第３３３３号号号号    地方財政地方財政地方財政地方財政のののの充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化をををを求求求求めるめるめるめ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    

第第第第１１１１７７７７    発議第発議第発議第発議第４４４４号号号号    

義務教育費国庫負担制度堅持義務教育費国庫負担制度堅持義務教育費国庫負担制度堅持義務教育費国庫負担制度堅持・・・・負担率負担率負担率負担率１１１１／／／／２２２２へのへのへのへの復元復元復元復元、、、、教職教職教職教職

員員員員定数改善定数改善定数改善定数改善、、、、就学保障充実就学保障充実就学保障充実就学保障充実などなどなどなど２０１１２０１１２０１１２０１１年度国家予算編成年度国家予算編成年度国家予算編成年度国家予算編成にににに

おけるおけるおけるおける教育予算確保教育予算確保教育予算確保教育予算確保・・・・拡充拡充拡充拡充にににに向向向向けたけたけたけた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    

第第第第１８１８１８１８    発議第発議第発議第発議第５５５５号号号号    
北海道地域最低賃金北海道地域最低賃金北海道地域最低賃金北海道地域最低賃金のののの大幅大幅大幅大幅なななな改善改善改善改善をををを求求求求めるめるめるめる意見書意見書意見書意見書（（（（案案案案））））につにつにつにつ

いていていていて    
原 案 可原 案 可原 案 可原 案 可 決決決決    

                                

                                （（（（平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年    ６６６６月月月月２１２１２１２１日日日日    午後午後午後午後    ４４４４時時時時３６３６３６３６分分分分    散散散散    会会会会））））    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



平成平成平成平成２２２２２２２２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    ３３３３    日日日日））））    

（（（（平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年    ６６６６月月月月２２２２２２２２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        ４４４４番番番番    藤藤藤藤    村村村村    賢賢賢賢    一一一一    議員議員議員議員    

                                            ７７７７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    
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        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    ４４４４    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））））    
承 認 議承 認 議承 認 議承 認 議 決決決決    

                                    

（（（（平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年    ６６６６月月月月２２２２２２２２日日日日    午後午後午後午後    ２２２２時時時時２５２５２５２５分分分分    閉閉閉閉    会会会会））））    

    

    


