
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３３３３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    ９９９９月月月月１３１３１３１３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        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    

                                            ８８８８番番番番        蛯蛯蛯蛯    沢沢沢沢    儀儀儀儀    弘弘弘弘    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            ９９９９月月月月１３１３１３１３日日日日からからからから１７１７１７１７日日日日    ５５５５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    平成平成平成平成２１２１２１２１年度決算年度決算年度決算年度決算にににに基基基基づくづくづくづく健全化判断比率健全化判断比率健全化判断比率健全化判断比率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    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年度決算年度決算年度決算年度決算にににに基基基基づくづくづくづく資金不足比率資金不足比率資金不足比率資金不足比率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    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年度黒松内町継続費精算年度黒松内町継続費精算年度黒松内町継続費精算年度黒松内町継続費精算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    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（（（（５５５５月月月月、、、、６６６６月月月月、、、、７７７７月分月分月分月分））））    報報報報    告告告告    済済済済    

第第第第    ８８８８        委員会調査報告委員会調査報告委員会調査報告委員会調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    ９９９９        
議案第議案第議案第議案第４４４４号黒松内町産業遺産保全活用条例号黒松内町産業遺産保全活用条例号黒松内町産業遺産保全活用条例号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

のののの訂正訂正訂正訂正についてについてについてについて    
許許許許            可可可可    

第第第第１０１０１０１０    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５５５５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２２２２号号号号    
平成平成平成平成２２２２２２２２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１２１２１２１２    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年度黒松内町国民健康保険病院事業会計補正予算年度黒松内町国民健康保険病院事業会計補正予算年度黒松内町国民健康保険病院事業会計補正予算年度黒松内町国民健康保険病院事業会計補正予算

（（（（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１１１１３３３３    
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））））    

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１１１１４４４４    
議案第議案第議案第議案第５５５５号号号号

（（（（予算関連予算関連予算関連予算関連））））    

黒松内町子育黒松内町子育黒松内町子育黒松内町子育てててて支援低家賃住宅支援低家賃住宅支援低家賃住宅支援低家賃住宅のののの設置及設置及設置及設置及びびびび管理管理管理管理にににに関関関関するするするする条条条条

例例例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６６６６号号号号    
黒松内町地域再生拠点交流観光実験研究施設条例黒松内町地域再生拠点交流観光実験研究施設条例黒松内町地域再生拠点交流観光実験研究施設条例黒松内町地域再生拠点交流観光実験研究施設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    
提提提提案説明済案説明済案説明済案説明済    

第第第第１１１１６６６６    議案第議案第議案第議案第７７７７号号号号    町道町道町道町道のののの路線廃止路線廃止路線廃止路線廃止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８８８８号号号号    町道町道町道町道のののの路線認定路線認定路線認定路線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１１１１８８８８    議案第議案第議案第議案第９９９９号号号号    黒松内町過疎地域自立促進市町村計画黒松内町過疎地域自立促進市町村計画黒松内町過疎地域自立促進市町村計画黒松内町過疎地域自立促進市町村計画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１１１１９９９９    議案第議案第議案第議案第 10101010号号号号    教育委員会委員教育委員会委員教育委員会委員教育委員会委員のののの任命任命任命任命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２２２２００００    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２１２１２１２１年度黒松内町一般会計歳入歳出決算認定年度黒松内町一般会計歳入歳出決算認定年度黒松内町一般会計歳入歳出決算認定年度黒松内町一般会計歳入歳出決算認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２２２２１１１１    認定第認定第認定第認定第２２２２号号号号    
平成平成平成平成２１２１２１２１年度黒松内町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定年度黒松内町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定年度黒松内町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定年度黒松内町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定

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２２２２２２２２    認定第認定第認定第認定第３３３３号号号号    
平成平成平成平成２１２１２１２１年度黒松内町公共下年度黒松内町公共下年度黒松内町公共下年度黒松内町公共下水道事業特別会計歳入歳出決水道事業特別会計歳入歳出決水道事業特別会計歳入歳出決水道事業特別会計歳入歳出決

算認定算認定算認定算認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２２２２３３３３    認定第認定第認定第認定第４４４４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事業特別会計歳入歳出年度黒松内町国民健康保険事業特別会計歳入歳出年度黒松内町国民健康保険事業特別会計歳入歳出年度黒松内町国民健康保険事業特別会計歳入歳出

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    
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２４２４２４２４    認定第認定第認定第認定第５５５５号号号号    
平成平成平成平成２１２１２１２１年度黒松内町老人保健特別会計歳入歳出決算認定年度黒松内町老人保健特別会計歳入歳出決算認定年度黒松内町老人保健特別会計歳入歳出決算認定年度黒松内町老人保健特別会計歳入歳出決算認定

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２５２５２５２５    認定第認定第認定第認定第６６６６号号号号    
平成平成平成平成２１２１２１２１年度黒松内町老人保健施設事業特別会計歳入歳出年度黒松内町老人保健施設事業特別会計歳入歳出年度黒松内町老人保健施設事業特別会計歳入歳出年度黒松内町老人保健施設事業特別会計歳入歳出

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    
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２６２６２６２６    認定第認定第認定第認定第７７７７号号号号    
平成平成平成平成２１２１２１２１年度黒松内町後期高齢者医療年度黒松内町後期高齢者医療年度黒松内町後期高齢者医療年度黒松内町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決特別会計歳入歳出決特別会計歳入歳出決特別会計歳入歳出決

算認定算認定算認定算認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２７２７２７２７    発議第発議第発議第発議第１１１１号号号号    道路道路道路道路のののの整備整備整備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    提案説明済提案説明済提案説明済提案説明済    

第第第第２８２８２８２８    発議第発議第発議第発議第２２２２号号号号    
森林森林森林森林・・・・林業政策林業政策林業政策林業政策のののの早急早急早急早急かつかつかつかつ確実確実確実確実なななな推進推進推進推進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２９２９２９２９    発議第発議第発議第発議第３３３３号号号号    
北海道開発北海道開発北海道開発北海道開発のののの枠組枠組枠組枠組みのみのみのみの堅持堅持堅持堅持とととと北海道局北海道局北海道局北海道局のののの存続存続存続存続にににに関関関関するするするする意見意見意見意見

書書書書（（（（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３０３０３０３０    発議第発議第発議第発議第４４４４号号号号    ＢＢＢＢ型肝炎問題型肝炎問題型肝炎問題型肝炎問題のののの早期全面解決早期全面解決早期全面解決早期全面解決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３１３１３１３１    発議第発議第発議第発議第５５５５号号号号    
「「「「交通基本法交通基本法交通基本法交通基本法」」」」のののの理念理念理念理念にににに基基基基づくづくづくづく鉄道分野鉄道分野鉄道分野鉄道分野へのへのへのへの予算配分予算配分予算配分予算配分とととと政策政策政策政策

推進推進推進推進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    

                                

（（（（平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年    ９９９９月月月月１３１３１３１３日日日日    午後午後午後午後    １１１１時時時時３９３９３９３９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３３３３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    ９９９９月月月月１６１６１６１６日日日日    木木木木曜日曜日曜日曜日    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    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        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    

                                            ８８８８番番番番        蛯蛯蛯蛯    沢沢沢沢    儀儀儀儀    弘弘弘弘    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４４４４号号号号))))    

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    

（（（（平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年６６６６月月月月２１２１２１２１日日日日    第第第第２２２２回定例会回定例会回定例会回定例会        

黒松内町議会産業遺産保全活用条例等審査特別委員会付託黒松内町議会産業遺産保全活用条例等審査特別委員会付託黒松内町議会産業遺産保全活用条例等審査特別委員会付託黒松内町議会産業遺産保全活用条例等審査特別委員会付託審審審審査査査査））））    

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１１１１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５５５５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２２２２号号号号    
平成平成平成平成２２２２２２２２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    ５５５５    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年度黒松内町国民健康保険病院事業会計補正予算年度黒松内町国民健康保険病院事業会計補正予算年度黒松内町国民健康保険病院事業会計補正予算年度黒松内町国民健康保険病院事業会計補正予算

（（（（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    ６６６６    
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））））    

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    ７７７７    
議案第議案第議案第議案第５５５５号号号号

（（（（予算関連予算関連予算関連予算関連））））    

黒松内町子育黒松内町子育黒松内町子育黒松内町子育てててて支援低家賃住宅支援低家賃住宅支援低家賃住宅支援低家賃住宅のののの設置及設置及設置及設置及びびびび管理管理管理管理にににに関関関関するするするする条条条条

例例例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    ８８８８    議案第議案第議案第議案第６６６６号号号号    
黒松内町地域再生拠点交流観光実験研究施設条例黒松内町地域再生拠点交流観光実験研究施設条例黒松内町地域再生拠点交流観光実験研究施設条例黒松内町地域再生拠点交流観光実験研究施設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    ９９９９    議案第議案第議案第議案第７７７７号号号号    町道町道町道町道のののの路線廃止路線廃止路線廃止路線廃止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８８８８号号号号    町道町道町道町道のののの路線認定路線認定路線認定路線認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１１１１１１１１    議案第議案第議案第議案第９９９９号号号号    黒松内町過疎地域自立促進市町村計画黒松内町過疎地域自立促進市町村計画黒松内町過疎地域自立促進市町村計画黒松内町過疎地域自立促進市町村計画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１２１２１２１２    発議第発議第発議第発議第１１１１号号号号    道路道路道路道路のののの整備整備整備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 可原 案 可原 案 可原 案 可 決決決決    

第第第第１３１３１３１３    発議第発議第発議第発議第２２２２号号号号    
森林森林森林森林・・・・林業政策林業政策林業政策林業政策のののの早急早急早急早急かつかつかつかつ確実確実確実確実なななな推進推進推進推進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    

第第第第１４１４１４１４    発議第発議第発議第発議第３３３３号号号号    
北海道開発北海道開発北海道開発北海道開発のののの枠組枠組枠組枠組みのみのみのみの堅持堅持堅持堅持とととと北海道局北海道局北海道局北海道局のののの存続存続存続存続にににに関関関関するするするする意見意見意見意見

書書書書（（（（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１５１５１５１５    発議第発議第発議第発議第４４４４号号号号    ＢＢＢＢ型肝炎問題型肝炎問題型肝炎問題型肝炎問題のののの早期全面解決早期全面解決早期全面解決早期全面解決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１６１６１６１６    発議第発議第発議第発議第５５５５号号号号    
「「「「交通基本法交通基本法交通基本法交通基本法」」」」のののの理念理念理念理念にににに基基基基づくづくづくづく鉄道分野鉄道分野鉄道分野鉄道分野へのへのへのへの予算配分予算配分予算配分予算配分とととと政策政策政策政策

推進推進推進推進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１７１７１７１７        一般質問一般質問一般質問一般質問        

（（（（平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年    ９９９９月月月月１６１６１６１６日日日日    午後午後午後午後    １１１１時時時時５４５４５４５４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３３３３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    ９９９９月月月月１７１７１７１７日日日日    金金金金曜日曜日曜日曜日    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    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        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    

                                            ８８８８番番番番        蛯蛯蛯蛯    沢沢沢沢    儀儀儀儀    弘弘弘弘    議員議員議員議員    
指指指指            名名名名    

第第第第    ２２２２        一般質問一般質問一般質問一般質問        

第第第第    ３３３３    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    

（（（（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    ９９９９月月月月１７１７１７１７日日日日    午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時５５５５５５５５分分分分    閉閉閉閉    会会会会））））    

    

    

    


