
 

 

令和３年芽室町議会定例会３月定例会議の運営について（案） 

 

１ 提案予定事項について 

 

 （１） 町長提案   資料１－１ 

 

 （２） 議会提案   資料１－２ 

 

２ 提案予定事項の審査方法について 

（１） 令和４年度芽室町各会計予算９件及び予算関連議案５件は、３月２日の本

会議に提案し、提案理由の説明を受け、予算決算特別委員会に一括して付託

する。 

  予算決算特別委員会の審査については、別紙のとおり、８日（火曜）から

１１日（金曜）の４日間の日程で行い、一括討論および各会計および関連議

案の採決は、１１日（金曜）に行う。 

（２） 令和３年度芽室町各会計補正予算１４件は、予算決算特別委員会に付託し、

提案日の本会議休憩中に審査する。 

（３） 芽室町農民連盟から提出の「「コロナ禍での消費拡大対策の強化に関する意

見書」の提出を求める陳情」は２日提案し、総務経済常任委員会に付託し、

今定例会議中に審査する。 

（４） 上記（１）から（３）以外の町長提案及び議会提案の議案等は、全件を提

案日に本会議において説明のうえ審議・報告を行う。 

 

３ 本会議の日程について 

   ３月定例会議における本会議の日程は、３月２日（水曜）、１６日（水曜）、 

１７日（木曜）、２３日（水曜）の４日間とする。 

 

４ 議案送付期日について  

（１） ３月２日（水曜）の本会議の議案送付日は、２月２５日（金曜）とする。 

（２） ３月１６日（水曜）及び１７日（木曜）の本会議の議案は、３月１１日（金

曜）に送付する。ただし、一般質問以外に議案がないときは当日配布とする。 

（３） ３月２３日（水曜）の本会議の議案送付日は、３月１８日（金曜）とする。 

 

５ 一般質問について 

（１） 一般質問は、３月１６日（水曜）、１７日（木曜）の２日間で行う。 

（２） 通告期間は、３月３日（木曜）の午前９時から午後５時までとする。 

     ただし、正午から午後１時までの時間は、除くものとする。 

（３） 質問時間は、９０分以内とし、初回は通告どおり一括して質問を行い、再
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質問以降は、一問一答方式により質問する。 

（４） 質問順序は、通告順とする。 

（５） 通告書は事務局に備える（議会ホームページからも印刷可能）。 

（６） 一般質問の内容は、目的を十分認識し、単に町長等への質問に終始するこ

となく、質の高い政策論議を目指した内容であることとする。 

・３月３日（木曜）は、議長（または事務局経由）へ提出する期日であり、

提出以降に一切の修文が無いよう、２月２１日（月曜）から３月１日（火

曜）午後５時までに、事務局を通じた文章整理及び原課への用語・解釈・

内容等の確認などを終了しておくこと。 

・なお、事務局あてＥメール（添付）及びファックスでの事前整理を認める

こととする。 

・通告後に質問内容を撤回する場合は、書式をもって議長（または事務局経

由）にすること。 

 

６ 議員提出議案について 

議員提出議案（修正案等を含む）を提出する際は、提出の意思が明確になった

段階で、事前に事務局を通じた文章整理及び原課への用語・解釈・内容等の確認

などを終了し、議長（または事務局経由）に提出すること。 
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区　　分 要　　　　　　　　　　　旨 提案日

議案 (1) 令和４年度芽室町一般会計予算

(2) 令和４年度芽室町国民健康保険特別会計予算

(3) 令和４年度芽室町後期高齢者医療特別会計予算

(4) 令和４年度芽室町介護保険特別会計予算

(5) 令和４年度芽室町地域開発事業特別会計予算

(6) 令和４年度芽室町簡易水道特別会計予算

(7) 令和４年度芽室町下水道事業会計予算

(8) 令和４年度芽室町上水道事業会計予算

(9) 令和４年度芽室町公立芽室病院事業会計予算

(10) 芽室消防団条例中一部改正の件 消防団員の報酬等の見直しに伴う改正

(11) 特別職の給与に関する条例中一部改正の件 人事院勧告に伴う改正

(12) 芽室町手数料徴収条例中一部改正の件
長期優良住宅建築等計画認定申請手数料の
見直しに伴う改正

(13) 芽室町道路占用料徴収条例中一部改正の件
芽室町道路の構造の技術的基準等を定める
条例の施行による占用料の追加に伴う改正

(14)
芽室町病院事業の設置等に関する条例中一部改正の
件

病床数の変更に伴う改正

議案 (15)
上美生浄水場配水池電気工事請負変更契約締結の
件

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得
又は処分に関する条例第２条に基づき、議会
の議決を得ようとするもの

(16) 坂の上辺地（他１件）に係る総合整備計画変更の件
辺地に係る公共的施設の総合整備のための
財政上の特別措置等に関する法律第３条４項
の規定による総合整備計画変更の件

(17)

納期の変更に伴う関係条例の整理に関する条例制定
の件
　◎一部改正する条例
　・町税条例
　・芽室町国民健康保険税条例
　・芽室町後期高齢者医療に関する条例
　・芽室町介護保険条例

年末年始の休日変更に伴う納期の改正

(18) 芽室町集団研修施設設置及び管理条例廃止の件 芽室町集団研修施設の供用廃止に伴う廃止

(19) 芽室町勤労青少年ホーム条例廃止の件
芽室町勤労青少年ホームの供用廃止に伴う
廃止

(20)
芽室町固定資産評価審査委員会条例中一部改正の
件

押印省略に伴う改正

【令和３年芽室町議会定例会３月定例会議提案予定事項一覧】  資料１－１

件　　　　　　　　　　　　　　　名

初日
（一般議案）

初日
（予算関連）
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区　　分 要　　　　　　　　　　　旨 提案日件　　　　　　　　　　　　　　　名

議案 (21) 職員の育児休業等に関する条例中一部改正の件 人事院勧告に伴う改正

(22)
芽室町中央公民館の設置及び管理条例中一部改正
の件

公民館改修による区分及び基本使用料の変
更に伴う改正

(23)
芽室町コミュニティセンター等設置及び管理条例中一
部改正の件

再整備施設（坂の上、雄馬別）に係る使用料
設定に伴う改正

(24) 芽室町公営住宅管理条例中一部改正の件
民法改正による成人年齢の引き下げに伴う改
正

(25) 令和３年度芽室町一般会計補正予算（第１４号）

(26)
令和３年度芽室町国民健康保険特別会計補正予算
（第２号）

(27)
令和３年度芽室町介護保険特別会計補正予算（第４
号）

(28)
令和３年度芽室町地域開発事業特別会計補正予算
(第３号)

(29) 令和３年度芽室町下水道事業会計補正予算（第３号）

議案 (30) 芽室町庁舎建設基金条例廃止の件 庁舎整備事業の完了に伴う廃止

(31) 芽室町企業誘致条例中一部改正の件
工場立地法に係る緑地面積率等緩和に伴う改
正

(32) 令和３年度芽室町一般会計補正予算（第１５号）

(33)
令和３年度芽室町国民健康保険特別会計補正予算
（第３号）

(34)
令和３年度芽室町後期高齢者医療特別会計補正予算
（第３号）

(35)
令和３年度芽室町介護保険特別会計補正予算（第５
号）

(36)
令和３年度芽室町地域開発事業特別会計補正予算
(第４号)

(37)
令和３年度芽室町簡易水道特別会計補正予算（第３
号）

(38) 令和３年度芽室町下水道事業会計補正予算（第４号）

(39) 令和３年度芽室町上水道事業会計補正予算（第２号）

(40)
令和３年度芽室町公立芽室病院事業会計補正予算
（第６号）

行政報告 (41) 公立芽室病院の診療体制について

その他 (42) 令和４年度町政執行方針及び教育行政執行方針

最終日

初日
（一般議案）

初日
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資料１－２ 

令和３年芽室町議会定例会３月定例会議提案予定事項 

 

令和４年２月２１日（月曜） 

芽室町議会 

区 分 件 名 要 旨 提案日 

委員会報告 議会の運営について 
議会運営委員会の審議結

果報告 

初日 

１６日 
（一般質問
の日程等） 

陳情 

「コロナ禍での消費拡大対

策の強化に関する意見書」

の提出を求める陳情 

芽室町農民連盟 

執行委員長 橋本正彦 
初日 
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令和４年度芽室町各会計予算（９件）及び 

予算関連議案（５件）の審査日程 

審 査 日 審 査 項 目 

３月２日（水曜） 

９時３０分～ 

 

３月定例会議（本会議）  

◎提案理由の説明 

３月８日（火曜） 

９時３０分～ 

 

（予算決算特別委員会）  

◎共通事項の説明・質疑  

 

◎特別会計（５会計） 

 

◎事業会計（３会計） 

 

◎一般会計歳出  １款 議 会 費 

３月９日（水曜） 

９時３０分～ 

 

（予算決算特別委員会）  

◎一般会計歳出 

 ２款 総 務 費  ５款 農林産業費 

 ３款 民 生 費  ６款 商 工 費 

 ４款 衛 生 費 

３月１０日（木曜） 

９時３０分～ 

 

（予算決算特別委員会）  

◎一般会計 

７款 土 木 費  11 款 諸 支 出 金 

８款 消 防 費  12 款 職 員 費 

 ９款 教 育 費  13 款 予 備 費 

 10 款 公 債 費 

  

◎一般会計歳入全般 

３月１１日（金曜） 

９時３０分～ 

（予算決算特別委員会）  

◎全会計・全関連議案一括討論・一括採決 

３月２３日（水曜） 

９時３０分～ 

 

３月定例会議（本会議）  

◎全会計・全関連議案一括討論 

 

◎会計ごとに関連議案を含め採決 

※日程変更が考えられますので、説明員にあっては即対応できるように 

お願いします。 

資料 1-2 別紙 
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