
本会議の結果 

◎令和３年第１回定例会（令和３年３月５日～１２日） 

日程 

番号 
事件番号 事  件  名 議決月日 結 果 

１  会議録署名議員の指名   

２  会期の決定   

３  

諸般報告 

１ 会務報告 

２ 例月出納検査結果報告 

３ 町長一般行政報告 

R3.3.5 報告済 

４  令和３年度町政執行方針 R3.3.5 町長演説 

５  令和３年度教育行政執行方針 R3.3.5 教育長演説 

６ 議案第 ３号 財産の処分について R3.3.5 原案可決 

７ 議案第 ４号 

工事請負契約について（北海道公設光ファイバ整備 

推進協議会 高度無線環境整備工事 南幌町地区整 

備） 

R3.3.5 原案可決 

８ 議案第 ５号 令和２年度南幌町一般会計補正予算（第９号） R3.3.5 原案可決 

９ 議案第 ６号 
令和２年度南幌町国民健康保険特別会計補正予算 
（第４号） 

R3.3.5 原案可決 

１０ 議案第 ７号 令和２年度南幌町病院事業会計補正予算（第５号） R3.3.5 原案可決 

１１ 議案第 ８号 
令和２年度南幌町下水道事業特別会計補正予算 
（第１号） 

R3.3.5 原案可決 

１２ 議案第 ９号 
令和２年度南幌町農業集落排水事業特別会計補正 
予算（第１号） 

R3.3.5 原案可決 

１３ 議案第１０号 
令和２年度南幌町介護保険特別会計補正予算 
（第４号） 

R3.3.5 原案可決 

１４ 議案第１１号 
令和２年度南幌町後期高齢者医療特別会計補正予算 
（第２号） 

R3.3.5 原案可決 

１５ 議案第１２号 
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例制定について 
R3.3.12 

原案可決 

（予算特別委員会付託） 

１６ 議案第１３号 
南幌町介護保険条例の一部を改正する条例制定につ

いて 
R3.3.12 原案可決 

（予算特別委員会付託） 

１７ 議案第１４号 令和３年度南幌町一般会計予算 R3.3.12 原案可決 

（予算特別委員会付託） 

１８ 議案第１５号 令和３年度南幌町国民健康保険特別会計予算 R3.3.12 原案可決 

（予算特別委員会付託） 

１９ 議案第１６号 令和３年度南幌町病院事業会計予算 R3.3.12 原案可決 

（予算特別委員会付託） 



日程 

番号 
事件番号 事  件  名 議決月日 結 果 

２０ 議案第１７号 令和３年度南幌町下水道事業特別会計予算 R3.3.12 原案可決 

（予算特別委員会付託） 

２１ 議案第１８号 令和３年度南幌町農業集落排水事業特別会計予算 R3.3.12 
原案可決 

（予算特別委員会付託） 

２２ 議案第１９号 令和３年度南幌町介護保険特別会計予算 R3.3.12 
原案可決 

（予算特別委員会付託） 

２３ 議案第２０号 令和３年度南幌町後期高齢者医療特別会計予算 R3.3.12 
原案可決 

（予算特別委員会付託） 

２４  

一般質問（５名、６件） 

志賀浦 学 議員 

①町政執行方針について 

石川 康弘議員 

①健やかな毎日を支える健康づくりについて 

西股 裕司議員 

①災害時に避難所は機能できるのか 

熊木 惠子議員 

①合葬墓の意向調査を 

②誘客交流拠点施設建設な多くの町民の合意が

必要ではないか 

加藤 真悟 議員 

  ①誘客交流拠点施設について 

R3.3.8 質問終了 

２５ 議案第２１号 
南幌町学童保育条例の一部を改正する条例制定につ 
いて 

R3.3.12 原案可決 

２６ 議案第２２号 
南幌町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定

について 
R3.3.12 原案可決 

２７ 議案第２３号 

南幌町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の

基準等に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて 
R3.3.12 原案可決 

２８ 議案第２４号 

南幌町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法等に関する条例の一部を改正する

条例制定について 

R3.3.12 原案可決 

２９ 議案第２５号 

南幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、整備及

び運営等に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて 

R3.3.12 原案可決 

３０ 議案第２６号 

南幌町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等

に関する条例の一部を改正する条例制定について 

R3.3.12 原案可決 

３１ 議案第２７号 
南幌町都市公園条例の一部を改正する条例制定につ

いて 
R3.3.12 原案可決 

３２ 議案第２８号 監査委員の選任について R3.3.12 原案同意 

３３ 議案第２９号 公平委員会委員の選任について R3.3.12 原案同意 

３４ 発議第 １号 議員の派遣承認について R3.3.12 原案承認 



日程 

番号 
事件番号 事  件  名 議決月日 結 果 

３５ 発議第 ２号 議員の派遣承認について R3.3.12 原案承認 

３６ 発議第 ３号 議員の派遣承認について R3.3.12 原案承認 

３７ 発議第 ４号 
総務常任委員会、産業経済常任委員会、議会運営委員

会所管事務調査について 
R3.3.12 原案承認 

追加 １ 議案第３０号 令和２年度南幌町一般会計補正予算（第１０号） R3.3.8 原案可決 

追加 ２ 発議第 ５号 
北海道へ高レベル放射性廃棄物を持ち込まない意見

書の提出について 
R3.3.12 採択 

追加 ３ 発議第 ６号 
７５歳以上の医療費窓口負担について原則１割負担

の継続を求める意見書の提出について 
R3.3.12 採択 

追加 ４ 報告第 １号 
令和３年度各会計予算及び関連条例の審査報告につ

いて 
R3.3.12 

報告済 

（原案可決） 

 
 

 

 

 

 


