
本会議の結果 
◎平成２４年第１回定例会（平成２４年３月７日～１５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 

H24.3.7 報告済 

 ４  平成２４年度町政執行方針 H24.3.7 町長演説 
 ５  平成２４年度教育行政執行方針 H24.3.7 教育長演説 
 ６ 議案第 ２号 南幌町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例を廃止

する条例制定について 
H24.3.7 原案可決 

   ７ 議案第 ３号 南幌国際散弾銃射撃場の設置及び管理に関する条例

を廃止する条例制定について 
H24.3.7 原案可決 

   ８ 議案第 ４号 南幌町立小学校通学区域審議会条例を廃止する条例

制定について 
H24.3.7 原案可決 

 ９ 議案第 ５号 南幌町放課後子どもプラン運営委員会設置条例を廃

止する条例制定について 
H24.3.7 原案可決 

１０ 議案第 ６号 平成２３年度南幌町一般会計補正予算（第７号） H24.3.7 原案可決 
１１ 議案第 ７号 平成２３年度南幌町国民健康保険特別会計補正予算

（第４号） 
H24.3.7 原案可決 

１２ 議案第 ８号 平成２３年度南幌町病院事業会計補正予算（第３号） H24.3.7 原案可決 
１３ 議案第 ９号 平成２３年度南幌町下水道事業特別会計補正予算

（第３号） 
H24.3.7 原案可決 

１４ 議案第１０号 平成２３年度南幌町農業集落排水事業特別会計補正

予算（第２号） 
H24.3.7 原案可決 

１５ 議案第１１号 平成２３年度南幌町介護保険特別会計補正予算 
（第２号） 

H24.3.7 原案可決 

１６ 議案第１２号 平成２３年度南幌町後期高齢者医療特別会計補正 
予算（第２号） 

H24.3.7 原案可決 

１７ 議案第１３号 非常勤の職員に対する給与その他の給付に関する条

例の一部を改正する条例制定について 
H24.3.15 原案可決 

予算特別委員会付託 
１８ 議案第１４号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制

定について 
H24.3.15 原案可決 

予算特別委員会付託 
１９ 議案第１５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 
H24.3.15 

原案可決 
予算特別委員会付託 

２０ 議案第１６号 南幌町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制

定について 
H24.3.15 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 

２１ 議案第１７号 南幌町都市公園及び南幌町営野球場の指定管理者の

指定について 
H24.3.15 原案可決 

予算特別委員会付託 
２２ 議案第１８号 平成２４年度南幌町一般会計予算 

H24.3.15 
原案可決 

予算特別委員会付託 
２３ 議案第１９号 平成２４年度南幌町国民健康保険特別会計予算 

H24.3.15 
原案可決 

予算特別委員会付託 
２４ 議案第２０号 平成２４年度南幌町病院事業会計予算 

H24.3.15 
原案可決 

予算特別委員会付託 
２５ 議案第２１号 平成２４年度南幌町下水道事業特別会計予算 

H24.3.15 
原案可決 

予算特別委員会付託 
２６ 議案第２２号 平成２４年度南幌町農業集落排水事業特別会計予算 

H24.3.15 
原案可決 

予算特別委員会付託 
  ２７ 議案第２３号 平成２４年度南幌町介護保険特別会計予算 

H24.3.15 
原案可決 

予算特別委員会付託 
  ２８ 議案第２４号 平成２４年度南幌町後期高齢者医療特別会計予算 

H24.3.15 
原案可決 

予算特別委員会付託 
  ２９  一般質問（９名、１６件） 

菅原文子議員 
①農業研修生のための住居確保について 

石川康弘議員 
①道央圏連絡道路建設について 

熊木惠子議員 
①ＴＰＰ（環太平洋連携協定）への町の姿勢は 
②町民が利用しやすい役場庁舎内の改善について 
川幡宗宏議員 

①ＴＰＰ締結反対運動の再始動について 
②町振興発展に向けた道央圏連絡道路の活用は 

内田惠子議員 
①新しい小学校の未来像について 

佐藤妙子議員 
 ①住む人に優しい公営住宅のあり方について 
 ②孤独死防止対策について 
志賀浦学議員 
 ①東日本大震災でのがれき受け入れについて 
 ②町内の空き家状況について 
 ③自治基本条例の検討等について 
 ④地域医療について 

H24.3.14 質問終了 

 



日程 
番号 

事件番号 事  件  名 議決月日 結 果 

  佐藤正一議員 
 ①地域担当制から地域に飛び出す公務員と名を変 
え実践行動へ 

 ②町民の健康意識を高める努力を 
近藤長一郎議員 
 ①緑豊かな道央圏連絡道路の提案は 

H24.3.14 質問終了 

３０ 議案第２５号 町税条例の一部を改正する条例制定について H24.3.15 原案可決 
３１ 議案第２６号 児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整理に関する条例制定について 
H24.3.15 原案可決 

３２ 議案第２７号 南幌町公営住宅条例の一部を改正する条例制定につ

いて 
H24.3.15 原案可決 

３３ 議案第２８号 南幌町立学校施設の開放に関する条例の一部を改正

する条例制定について 
H24.3.15 原案可決 

３４ 議案第２９号 南幌町営プール設置条例の一部を改正する条例制定

について 
H24.3.15 原案可決 

３５ 議案第３０号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について H24.3.15 原案可決 
３６ 発議第 １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 
H24.3.15 原案承認 

  ３７ 報告第 １号 南幌町土地開発公社経営状況報告について H24.3.15 報告済 
追加 １ 発議第 ２号 父子家庭支援策の拡充を求める意見書の提出につい

て 
H24.3.15 原案採択 

追加 ２ 発議第 ３号 医療計画、２次医療圏の基準見直しに関する意見書

の提出について 
H24.3.15 原案採択 

追加 ３ 発議第 ４号 子ども・子育て新システムによる保育制度改革に関

する意見書の提出について 
H24.3.15 原案採択 

追加 ４ 報告第 ２号 平成２４年度各会計予算及び関連条例等の審査報告

について 
H24.3.15 

報告済 
（原案可決） 

追加 ５ 議案第３１号 教育委員会委員の任命について 
H24.3.15 

原案同意 
（髙山 和己氏）

 


