
平成平成平成平成２４２４２４２４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    １１１１    日日日日））））    

    

（（（（平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年    ９９９９月月月月１０１０１０１０日日日日    月曜日月曜日月曜日月曜日    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        畑畑畑畑    井井井井    信信信信    男男男男    議員議員議員議員    

                                            ７７７７番番番番        福福福福    本本本本    誠誠誠誠    一一一一    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１０１０１０１０日日日日からからからから１４１４１４１４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２３２３２３２３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健全化判断比健全化判断比健全化判断比率率率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２３２３２３２３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２３２３２３２３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１１１１号号号号    平成平成平成平成２４２４２４２４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６６６６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２４２４２４２４年度黒松内町公共下水道事業特別会計補正予算年度黒松内町公共下水道事業特別会計補正予算年度黒松内町公共下水道事業特別会計補正予算年度黒松内町公共下水道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    
提案提案提案提案説明済説明済説明済説明済    

第第第第１１１１１１１１    議案第議案第議案第議案第３３３３号号号号    黒松内町黒松内町黒松内町黒松内町スポーツスポーツスポーツスポーツ振興条例振興条例振興条例振興条例のののの全部改正全部改正全部改正全部改正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    
黒松内町体育指導委員設置条例黒松内町体育指導委員設置条例黒松内町体育指導委員設置条例黒松内町体育指導委員設置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制制制

定定定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    
黒松内町防災会議条例及黒松内町防災会議条例及黒松内町防災会議条例及黒松内町防災会議条例及びびびび黒松内町災害対策本部条例黒松内町災害対策本部条例黒松内町災害対策本部条例黒松内町災害対策本部条例のののの一一一一

部部部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１５１５１５１５    議案第議案第議案第議案第７７７７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１６１６１６１６    議案第議案第議案第議案第８８８８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    同同同同 意議意議意議意議 決決決決    

第第第第１７１７１７１７    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２３２３２３２３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１８１８１８１８    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２３２３２３２３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１９１９１９１９    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２３２３２３２３年度黒松内町公共下水道事業特別会計歳入歳出決年度黒松内町公共下水道事業特別会計歳入歳出決年度黒松内町公共下水道事業特別会計歳入歳出決年度黒松内町公共下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２０２０２０２０    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２３２３２３２３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２１２１２１２１    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２３２３２３２３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    
特別委特別委特別委特別委員会付託員会付託員会付託員会付託    

第第第第２２２２２２２２    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２３２３２３２３年度黒松内町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決年度黒松内町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決年度黒松内町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決年度黒松内町後期高齢者医療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２３２３２３２３    発議第発議第発議第発議第１１１１号号号号    
森林森林森林森林・・・・林業林業林業林業・・・・木材産業施策木材産業施策木材産業施策木材産業施策のののの積極的積極的積極的積極的なななな展開展開展開展開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２４２４２４２４    発議第発議第発議第発議第２２２２号号号号    
地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策にににに関関関関するするするする「「「「地方財源地方財源地方財源地方財源をををを確保確保確保確保・・・・充実充実充実充実するするするする仕組仕組仕組仕組みみみみ」」」」

のののの構築構築構築構築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２４２４２４２４年年年年    ９９９９月月月月１０１０１０１０日日日日    午後午後午後午後    １１１１時時時時２９２９２９２９分分分分    散散散散    会会会会））））    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



平成平成平成平成２４２４２４２４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２４２４２４２４年年年年    ９９９９月月月月１３１３１３１３日日日日    木曜日木曜日木曜日木曜日    午前午前午前午前    ９９９９時時時時５６５６５６５６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        畑畑畑畑    井井井井    信信信信    男男男男    議員議員議員議員    

                                            ７７７７番番番番        福福福福    本本本本    誠誠誠誠    一一一一    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２４２４２４２４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６６６６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２４２４２４２４年度黒松内町公共下水道事業特別会計補正予算年度黒松内町公共下水道事業特別会計補正予算年度黒松内町公共下水道事業特別会計補正予算年度黒松内町公共下水道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    黒松内町黒松内町黒松内町黒松内町スポーツスポーツスポーツスポーツ振興条例振興条例振興条例振興条例のののの全部改正全部改正全部改正全部改正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    
黒松内町体育指導委員設置条例黒松内町体育指導委員設置条例黒松内町体育指導委員設置条例黒松内町体育指導委員設置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制制制

定定定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    ６６６６    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    ７７７７    議案第議案第議案第議案第６６６６号号号号    
黒松内町防災会議条例及黒松内町防災会議条例及黒松内町防災会議条例及黒松内町防災会議条例及びびびび黒松内町災害対策本部条例黒松内町災害対策本部条例黒松内町災害対策本部条例黒松内町災害対策本部条例のののの一一一一

部部部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    ８８８８    発議第発議第発議第発議第１１１１号号号号    
森林森林森林森林・・・・林業林業林業林業・・・・木材産業施策木材産業施策木材産業施策木材産業施策のののの積極的積極的積極的積極的なななな展開展開展開展開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    ９９９９    発議第発議第発議第発議第２２２２号号号号    
地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策にににに関関関関するするするする「「「「地方財源地方財源地方財源地方財源をををを確保確保確保確保・・・・充実充実充実充実するするするする仕組仕組仕組仕組みみみみ」」」」

のののの構築構築構築構築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１０１０１０１０        一般質問一般質問一般質問一般質問        

    

（（（（平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年    ９９９９月月月月１３１３１３１３日日日日    午後午後午後午後    ２２２２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２４２４２４２４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２４２４２４２４年年年年    ９９９９月月月月１４１４１４１４日日日日    金曜日金曜日金曜日金曜日    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        １１１１番番番番        畑畑畑畑    井井井井    信信信信    男男男男    議員議員議員議員    

                                            ７７７７番番番番        福福福福    本本本本    誠誠誠誠    一一一一    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    
閉会閉会閉会閉会中中中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    

（（（（総務経済常任委員会総務経済常任委員会総務経済常任委員会総務経済常任委員会、、、、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２４２４２４２４年年年年    ９９９９月月月月１４１４１４１４日日日日    午前午前午前午前１１１１１１１１時時時時００００００００分分分分    閉閉閉閉    会会会会））））    

    

    

    


