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真っ先に影響を受けた商工業者に対
する緊急経済対策事業をはじめ、実施

％（ ７ ％ ～

％）減

約２４００万円の減少となってい

少しており（前年１月～３月比）

は、平均約

（予算額９５０万円）

飲食業と宿泊業の売上影響額

◦ 割引クーポン券発行事業（第１次）

された施策をピックアップします。

新型コロナウイルス関連施策と実施状況

◦地域公共交通等支援事業
（予算額１４０万円）

乗客数が低迷している地域公共
交通事業者に対して、車両維持管

総務関係

関連２事業

理費用相当分を助成する。
他

◦ 子育て世帯、高齢者生活支援事業

 （予算額２３７０万３千円）
外出自粛から在宅時間が増加

し、家計に影響が及んでいるため

負担軽減を図る。

商品券５０００円

◦高校生以下

＋食事券５０００円

商品券５０００円

関連３事業

◦高齢者

他

◦新型コロナウイルス感染症予防
対策事業

（予算額７４８万円）

全町民に１人 枚のマスクを配

布する。また、公共施設に非接触

型体温計、サーモグラフィを常備

する。

◦除雪センター新型コロナウイル
ス感染症拡大防止対策事業

（予算額１４２０万円）

除排雪業務にあたるオペレータ

ーの感染を防止するため、除雪セ

ンターを改修する。

◦避難所感染症予防対策事業

 （予算額２５３０万９千円）
避難所設営に必要な感染症予防

関連１事業

対策の資材を購入し、整備する。

他

これらの他に、 の事業を実施して

います。
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ることから、割引クーポン券を発
行し、地域経済回復の機会を創出
する。
◦宿泊施設利用促進助成
（予算額１４８４万円）

宿泊客が著しく減った宿泊施設
に対し、宿泊料の割引やサービス
の追加等に要する費用の一部を助
関連４事業

成する。
他

◦修学旅行保護者負担軽減事業
（予算額１４１万９千円）

修学旅行の実施時期を変更する
ことによる、保護者負担の増加分
を助成する。
◦ＧＩＧＡスクール構想事業
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特集

August

ぼした町財政への影響

民生関係

衛生関係

土木関係

消防・防災

小学校での『手洗い状況』

される予定

42

 （予算額２７０２万８千円）
児童生徒１人１台のタブレット
関連４事業

交付金で充当

地域創生臨時

29

を整備する。
他

は、国からの

各事業の財源

商工関係
教育関係

８月号

令和２年度は、札沼線の廃線や開町130年など本町にとって大きな節目の年となり、様々なイベント開催
が予定されていました。しかし、新型コロナウイルスの流行により、ほとんどのイベントや行事が中止もしく
は、縮小せざるを得ない状況になっており、事業が計画どおり行えないことによる予算の不用額も生じる見込
みとなります。
今回の特集では、新型コロナウイルスの影響から令和２年度上半期の予算執行状況を町民のみなさんととも
に考察する機会とします。

新型コロナウイルスが及

・ピンネシリ登山マラソン

47万１千円

中止
・130年記念人文字アート

56万円

中止
453万８千円

中止

175万円

中止

・ふるさとまつり

・長寿を祝う会

コロナ禍の終息が見えない

規模を縮小して行われた開町記念式典

般 質 問 の 答 弁 の な か で 、「 当

町長は、第２回定例会の一

れます。

余裕が無くなることが危惧さ

いますが、今後、その財源に

円）を財源として実施されて

次配分２億５２６８万３千

次配分７６１９万６千円、２

らの地方創生臨時交付金（１

各対策事業も現在は、国か

となっています。

てていくかが大変難しい状況

防対策を、どのように組み立

なか、経済対策と感染拡大予

今後の施策の見通しと予算の組み換えの方向性

初予算に計上した事業が執行

できないといった状況も発生

をしているので、必要となる

新型コロナウイルス関連対策

事業があれば、第３回定例会

ていきます。

検証をしながら、随時特集し

実行されている対策事業の

ています。

言をしていかなければと思っ

当課に対して、情報提供や提

会、全体会等で協議し、各担

議会としても、各常任委員

の施策の構築

と、影響があった場合

・農業者への影響把握

の効果を検証

・商工業者への支援事業

境はどうか

いか、特に高齢者の環

・住民の生活に支障はな

支障はないか

・児童生徒の教育環境に

十分か

・子育て世帯への支援は

ています。

用していく」との方針を述べ

い、事業財源として有効に活

において予算の組替えを行

ここに注目！

今後議会として注視していかなければならないこと

第１次「割引クーポン券

中止

発行事業」が６月 日で終

172万１千円

了しましたので、その結果

・児童・生徒母村交流事業
開町記念式典

を報告します。

縮小

ません

418万１千円

なるとは限り

中止

全て不用額に

45万円
・陶芸まつり

総発行枚数 １３００００枚

使用された枚数 ７
 １０５枚

クーポン券１枚当たり

※現在
 、事業者負担を軽減
し、第２次「割引クーポ

と思われます。

した経済効果が少なかった

粛要請期間と重なり、予定

また、実施時期が外出自

加しない店舗もありました。

円 の 事 業 者 負 担 が あ り 、参

50

った予算額が

中止
・札沼線廃線イベント

状況
当初予算額
事業名

30

使用
5.47％

ン券発行事業」がスター
トしています。
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発行枚数に占める回収率
未使用
94.53％

執行されなか
200万円
・追悼式

結果の考察

新型コロナウイルスの影響から生じた事業の状況

定例会レポート
審議レポート
第２回定例会も短縮日程とし、
行政報告等は書面配布となりました

第２回定例会

◦不妊治療の開始期間の初日年齢を44歳に！

第２回定例会は６月３日に開会し、条例の一部改正２件、農業委員の任命17件、財産の取得
１件、報告２件、人権擁護委員の選任２件、意見書採択１件について審議し、原案を可決。６
月５に閉会しました。

臨時会

◦子育て世帯に特別給付金！

新型コロナウイルス感染症予防対策をはじめ、商工業者への経済対策、学生、子育て世帯へ
の支援等を審議し可決しました。

ずばり、町政を問う!
一般質問には２名の議員が登壇しました
質問項目とその内容を要約して掲載します
小玉博崇 議員

・介護サービスの存続と包括的な支援体制整備について
進藤久美子 議員

・新型コロナウイルス感染症予防策と予算について
※一般質問とは、定例会に出された議題とは関係なく行政全般にわたる議員主導による政策
論議です。議員にとって一般質問は、政治家として最も意義のある発言を行う場です。
質問内容は事前に通告することとなり、質問の持ち時間は一人60分、一つの質問事項に対
して３回まで質問することができます。
2020
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質問 介護サービス事業の存続対策は

町長 サービス事業所は財産！専門性を持たせて成長を促す

自治体における町民のサービス
利用状況やニーズを把握しなが
ら、現在のサービス水準を長期
的に維持できるように取り進め

金の活用により間断のない対策を

講じていく。また、当初予算に計

上した事業が執行できないといっ

た状況も発生をしているので、必

維持のため、経営努力をそれぞ

正が行われている。サービスの

るために、国では３年ごとの改

質問 
持続可能な介護保険制度とす

だが、事業所が経営難で、だん

今、各自治体に求めているもの

ていくシステム、これが国が

れぞれの連携の支え合いで作っ

なサービスで賄えない部分をそ

再質問 
各事業所が連携をして、公的

の配布、体温検知用サーモグラフ

答弁 
感染拡大防止策として、マスク

の財源の目途は。

くのか。また、対策を進める上で

症予防対策をどのように進めてい

質問 
今後の新型コロナウイルス感染

再質問 
近隣市町では、食事券や商品券

財源として有効に活用していく。

において予算の組替を行い、事業

要となる新型コロナウイルス関連

れの事業所が行っているところ
だん町内から無くなっていった

ていきたい。

だが、なかなか好転するのが難

ィの導入、避難所における感染症

その貴重な財産、宝をしっかり

対策事業があれば、第３回定例会

しい状況となっている。現在本

ときに、地域包括システムがう

予防対策用品の備蓄などに取り組

継続していく。各介護事業所の

た、教育関係では、小中学校での

助成事業の創設などを行った。ま

上や雇用に影響のある事業者への

むとともに、経済対策としては、売

という判断をしている。

の一律給付は最善の選択ではない

時点においては、現金や商品券等

優先すべきと考えているので、現

が必要な方々に対して行うことを

答弁 
真に困っている方々、救済措置

管理用品の充実や設備の改修を進

めるほか、育英資金の貸付額拡充

答弁 
避難所における必要なコロナウ

ゴム手袋等の備蓄については。

対策経費等の増高分を支援し、児

イルスの感染症予防対策のマス

により就学の機会を確保するとと

童生徒の安心な思い出づくりにも

ク、消毒薬、扇風機など、必要な

備蓄用品を購入すべく、この度の

配慮した。感染予防と日常生活を

両立させる新しい生活様式の取組

る必要な物、そして、災害が起き

補正予算に計上し、第３波に備え

財源の目途については、国から

感染が拡大しないような必要な備

たときに、新型コロナウイルスの

ないとなった場合、本町では、不測

品を購入する予定になっている。

の積立を行っているので、各種基

の事態に備えて、計画的に基金へ

の交付金だけでは事業展開ができ

を定着させていく必要がある。

もに、修学旅行の延期に伴う安全

再々質問 
第３波に備えたマスク、消毒薬、

更なる感染予防対策として、衛生

とを考えているか。

民の皆さんに更なる支援というこ

を一律配布している。町として町

町では、社会福祉協議会が訪問

まく機能するのかという心配も

進藤議員

介護、訪問入浴のサービスを提

町長 執行できない事業の予算を組み替える
あるが。

質問 今後の感染予防対策の財源は

供しているが、経営状況を見る
と、ここ数年、事業収支は大き
態になっても住み慣れた地域で

答弁 
今ある事業所は財産である。

暮らしていくために必要な介護

役割をある程度明確にしていく

く赤字となっている。要介護状

サービスを、どのように存続し

ことによって、専門性を持った

を連携して福祉の充実を図って

ていくのか。合わせて、地域包

いきたい。本年策定する地域福

形で成長させていく。また、地

答弁 
近隣市町の各種サービス事業

祉計画をしっかりと実践をして

域共生社会を目指して、介護事

所は、本町を提供範囲に入れて

いく。そのためにも、社会福祉

括システムの体制の整備、その

いるところも多く、町内に事業

協議会とも連携をして、誰もが

中での地域共生社会の実現をど

所がないサービスは、近隣市町

安心して住み続けられる町を構

業所や福祉の関係団体、ボラン

の事業所により 支障なく利用

のように進めていくのか。

できている状況であることか

築していきたい。

ティアをしていただく方、そこ

ら、町内の事業所への支援を直
ちに検討する考えはない。近隣
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小玉議員

審 議 レ ポ ー ト
開催された定例会、臨時会の審議結果報告
❖令和２年 第２回臨時会
議

件

◎５月７日

名

内

専決処分の報告

容

①町税条例等の一部改正
・個人住民税に関して、婚姻歴や寡婦(夫)など性別にかかわらず、生計
を同じとする子がいる単身者は「ひとり親控除」を適用する。
・固定資産税の所有者の所在又は所存が災害等で不明により、その使用
者を所有者とみなして固定資産税を課する場合、町は使用者に対して
あらかじめその旨を通知しなければならない規定を追加する。
・肉用牛売却の事業所得に係る町民税の所得割額の免除期間を３年間
延長し、令和６年度までとする。
②後期高齢者医療に関する条例の一部改正
・町が行う後期高齢者医療に関する事務に「新型コロナウイルス感染症
に起因する傷病手当金申請書の提出の受付事務」を加える。
③令和２年度一般会計補正予算(第２号）
・新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係る特別定額給付金支給
事業（１人10万円を6550人に支給）
６億6592万５千円

令和２年度一般会計補正予算（第３号）

❖令和２年 第３回臨時会
議

件

歳入歳出それぞれ900万８千円を追加し総額を94億3756万３千円と
する。
【主な内容】
・子育て世帯への臨時特別給付金支給事業（児童手当支給世帯と公務員
世帯の15歳以下の子ども１人１万円を支給）
854万６千円

◎５月20日

名

内

容

専決処分の報告

町税条例等の一部改正
・中小企業が先進設備とともに導入した事業用家屋や構築物への固定
資産税の課税標準の割合を０とする。
・軽自動車税環境性能割の税率を１％分軽減する特例措置の適用期限
を６か月延長し、令和３年３月末までに取得した車を対象とする。
・新型コロナの影響等で、令和２年２月からの一定期間に収入が前年同
期比20％以上減少した場合、町税の納付が困難なときは、申請によ
り、納期限から１年以内の期間で納税を猶予する。

新十津川町奨学金等貸付条例の一部改正

短大・大学生等への奨学金限度額を増額

令和２年度一般会計補正予算（第４号）

工事請負契約の締結

現行４万円→６万円

歳入歳出それぞれ5713万８千円を追加し総額を94億9470万１千円と
する。
【主な内容】
・緊急経済対策事業（商工会への一括支援）
4056万円
・大学生等への奨学金限度額の増額
946万円
・庁舎建設事業車庫棟建設工事
契約金額
１億9239万円
契約の相手方
岩倉・久保田特定建設工事共同企業体
・熱供給センター建設建築主体工事
契約金額   
8514万円
契約の相手方
株式会社 久保田組
・熱供給センター建設機械設備工事
契約金額
２億5377万円
契約の相手方
サンプラント・太陽特定建設工事共同企業体

2020
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❖令和２年 第２回定例会
議

件

◎６月３日～５日

名

内

容

新十津川町不妊治療費の助成に関する条例の一部
改正

助成の要件である治療開始期間の初日の妻の年齢を、特例で「43歳」か
ら「44歳」に引き上げる。

新十津川町国民健康保険税条例の一部改正

・基礎課税限度額の引き上げ
現行61万円→改正後63万円
・介護納付金課税限度額の引き上げ 現行16万円→改正後17万円
・軽減措置の拡充
５割軽減判定所得基準 ５千円の引き上げ
２割軽減判定所得基準 １万円の引き上げ

令和２年度一般会計補正予算（第５号）

歳入歳出それぞれ810万７千円を追加し総額を95億280万８千円とす
る。
【主な内容】
・可搬型サーモグラフィーの購入
104万４千円
・避難所の感染症対策物品購入
253万３千円
・小学校修学旅行延期に伴う旅行代金増額分の経費助成 33万６千円
・中学校修学旅行延期に伴う旅行代金増額分の経費助成 91万２千円
・小学校手洗い蛇口を感染対策レバーへ交換
91万１千円
・開拓記念館屋上のルーフドレン修繕 
49万５千円
・図書館に本の消毒機を設置
111万８千円

令和２年度新十津川町国民健康保険特別会計補正
予算（第１号）

国保税の増収により、国保事業基金からの繰入金を823万９千円減額
総額に変更なし

株式会社新十津川総合振興公社
事業報告

令和元年度営業利益

287万4889円

一般社団法人ピンネ農業公社
事業報告

令和元年度営業利益

△98万7713円

財産の取得

新庁舎書庫用 移動式書架 一式
取得価格
1222万１千円
契約の相手方 株式会社 松葉

農業委員会委員の任命

男性16名、女性１名の任命に同意

人権擁護委員候補者の推薦

前

意見書の提出

弘

志 氏、遠

藤

久美子 氏を推薦することに同意

「新たな基本計画における農村振興の強化を求める意見書」

❖令和２年 第４回臨時会
議

件

◎６月29日

名

令和２年度一般会計補正予算（第６号）

7

谷

2020 ８月
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内

容

歳入歳出それぞれ122万5千円を追加し総額を95億403万３千円とす
る。
【主な内容】
・新型コロナウイルス感染症予防対策事業
小学校に扇風機20基と製氷機１基を設置
61万７千円
中学校に扇風機14基と製氷機１基を設置
55万円
図書館に扇風機２基とサーキュレーター２基を設置 ５万８千円

質

疑

編

新十津川町不妊治療費の助成に関する

新規申込みがあった場合については

など、十分な対応をとる。

入れてくれるのかを事前に確認する

新型コロナウイルス感染症対策事業

考慮する。
安中議員

条例の一部改正
進藤議員

西内議員

ということだが、新型コロナウイル

Ｑ 本町でのＧＩＧＡスクール構想実
現に向けてどのような目標で、今後

安中議員

ていただく。

き、次年度以降については検討させ

Ａ 本年は扇風機で対応させていただ

てはどうか。

Ｑ 保健室だけでもエアコンを設置し

アイシング等に使用する。

Ａ 児童が持参した水筒の氷の補充や

Ｑ 製氷機の使用方法は。

スは未だ終息が見えない中、それ以

中学校ＧＩＧＡスクール構想事業

Ｑ 償還期限の期間延伸は。

特別定額給付金支給事業
降に治療の延期が見込まれる場合
小玉議員

Ａ 期間の延伸は、償還猶予の中で対

西内議員
は、町としてはもう１回条例改正を

特例として令和３年３月 日まで

Ｑ 住民の中には高齢等の理由によっ
するのか。

Ｑ

て、記入がうまくできないという方

応できると考える。

がいる。そういった方々への配慮
今回の条例改正は、令和２年度ま
での時限立法。次回の条例改正につ

トを１人１台購入するという日程と

Ａ 全国すべて、本年度中にタブレッ

Ａ
いては、厚生労働省の通達に基づき

は。
Ａ ゆめりあの多目的ホールで、受付
条例改正を行うこともあり得る。

進めていくのか。

をできるような形での対応を考えて

様々な研修の機会があるので、積極

な事項。教育振興会の研修も含めて

進藤議員

避難所感染予防対策事業

算上は２６５１人避難できる。その

貸付者がいないことと、高校の授

台に増やし、現地での体験学習はど

Ａ 密を避けるため、２台のバスを３

8
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８月

2020

いる。

Ａ 夏休みは当初、７月 日から８月

か。

Ｑ 休校日数をどのように調整するの
る方を補助的に雇用して、どのよう

なっている。機器について知識のあ
な内容の物を整備していくか、８月

西内議員
特定不妊治療の場合に開始時期が

長名議員

歳未満の方は、通算６回助成が受

Ｑ

い方は、こちらでチェックして再度

Ｑ それに応じられない方や返事がな

日の予定だったが、授業時数を回

し、実質８日間短縮となる。夏休み

を目途に内容を詰めていく。
Ｑ 教職員に対してのＩＣＴ活用に向

中、小学校１年生は午前授業、他の

けられるが、 歳を超えると３回に

けての研修は、どのように考えてい

考えるのか。

なる。コロナ禍の影響で 歳に到達

るか。

日と

してから開始しようとなった場合、

復させるため８月１日から

助成回数は３回に減らされるのか、

ような形で進めていく。

学年は１時限の時間を短縮して実施

本町では、助成回数については規

する。
則で定めている。 歳未満であれば

避難所全部に３日分の備蓄品を用意

Ｑ いろいろな避難所があるが、その
小中学校修学旅行保護者負担軽減事業

か所あり、計

するのか。
問先での見学や体験メニューなどの

Ａ 本町には避難所が
高校生が対象外になった理由と、

方々の３日分。

業料は無償化となっていることか

のような感染防止対策を行って受け

どう考えているのか。

ら、
今回は上乗せの改正は行わない。

のか。

変更などもあり得るが、その対策を

Ｑ 修学旅行中の感染予防対策と、訪

鈴井議員

的に研修に参加していただく。

然進めていかなければならない重要

Ａ 今後、ＩＣＴの活用というのは当

村井議員
うか。
５月１日から受付を進めており、

昨日現在 世帯で 人の方からマイ

Ｑ

Ａ

16

６回の部分を 歳未満６回に規則改

回まで受けられるのか。

それとも今回の特例措置によって６

16

31

希望があった場合は増額を協議する

西内議員

奨学金等貸付条例の一部改正

正を行い対応する。

40

Ａ そのような方には、随時対応する

40

Ｑ マイナポータルでの申請状況はど
Ａ

40

41

Ａ
ナポータルでの申請を受けている。

27

40

18

26

10

マイナポータルとは
行政手続きや様々なサ
ービスが受けられるオ
ンラインサービス

新型コロナウイルス感染症
拡大防止対策として、議会運

議会運営委員会

内）や、十津川村置村記念式典
出席も取りやめとしました。
そして定例会での対応は・・

傍聴席からご覧になれます！

夜間議会を開催します
第３回定例会、一般質問を
９月８日午後６時より行いま
す。５名の議員が登壇する予
定となっていますので、是非
とも傍聴に来ていただき、ど
ういった感染拡大防止対策を
行っているのかも直に見てく
ださい。

報酬の減額を協議

６月５日、国会議員等が報
酬減額を行うとの報道を受
け、本町議会も全体協議会を
開き、議員報酬の減額につい
て協議をしました。その時の
議員の意見を抜粋して掲載し
ます。

等々、活発な意見が交わされ
ました。

協議の結果、減額はせず、７

月から 月まで毎月２万円分の

「ふれあい商品券」を購入する

こととし、町内での消費を促し、

経済対策を支援することとしま
した。

議会運営委員会の
これからの取組み

が上乗せして行っている事業

りながら、同時期に「町議会

◎新庁舎完成後、町災害対策本
部体制の見直しとの調整を図



はないことから、減額の必要

災害対策支援本部設置要綱」

○中空知４町の動向や町財政の
状況を考慮。国の対策費に町

性は少ないのではないか。

ら手を差し伸べたい。調べて

託に応える議会活動をするた

◎次期改選時における議員定数
と報酬については、住民の信

を策定します。

支援先を決めたなら減額す

めに必要な定員数を求め、次

○行政の目の届かないところで
困っている例が見えているな

る。足りないなら理事者にも

期議員定数として町民に周知

り行う予定となっています。

検討材料の一つとして、議
員活動の状況調査を来年度よ

から改めて考察していきます。

したが、現在の議会・議員活動

る最低限の人数を

人としま

平 成 年 改 選 時には、町民
の意見を汲み取ることができ

する必要があります。

協力を求めてはどうか。
○町民の痛みをわからなければ
駄目だ。報酬を減額したい。
○使途を決めてから減額しては
どうか。
○減額分をいかに効果的に使え
るか。町独自の施策でもあれ
ば。
○減額には反対。国や町の対策
に取りこぼしはないのか。町
費の財源とする減額より、町
内で消費する方が効果的だ。

お近くの議員、または議会事務局まで（ＴＥＬ７６－３１９１）

大 募 集！

営委員会で決定した事項は次
の通りです。
常任委員会では、理事者への
出席要求は原則、副町長、教育
長までとし、説明補助員の入場
を制限する。
また、議員指定研修（千葉・
議員会主催管外視察研修（道

滋賀）は、７月まで中止。

しんとつかわ 議会だより
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9

11

議会では、町に何とかしてほしいことや施策へのご意見、
また議会に対する思いなどを募集しています。
多くの声を聞かせてください。

皆さんの声

12

31

委員会トピックス

議会運営委員会は、議会を円滑に運営するために設置されており、年４回開催される定
例会の開催日程の調整、本会議の進行の確認などを行います。

第 号

今
 年は６月に予定されていた「青少年健全育
成のつどい」が中止になってしまったが
毎
講師の先生をお呼びして、地域の方に役
 年、
立つ話をしていただいていたので非常に残念。
講
 師の選定に苦労されているのでは
予
 算も限られているので、あまり有名な方も
呼べないし、小中学生の親御さんも出席率が良
くないので、ここ数年は新米パパ・ママを対象
とした形に方向を変えている。
ど
 のような内容が多いのか
赤
 ちゃんの段階から、親子の接触が重要だと
いうベビーマッサージの話が好評。
議
 会を傍聴して感じることは
以前より一般質問をする人が少なくなったし、
質問する人が限られている。任期中に何回質問
したか成績表などを示してはどうか。あと、質
問・答弁も簡潔にまとめて発言してほしい。
こ
 れからの新十津川町の課題は
コ
 ロナウイルスの影響もあり、他の地域への
依存を少なくし、
近場で生活が完結できるよう、
コミュニティを強化して安全を維持できるよう
な社会が理想ではないのか。

議会だより

広報「しんとつかわ」８月号 付 録

しんとつかわ

今回は、平成24年から現在まで、新十津川町青少年健全育成町
民会議代表を務めて頂いている笠井さんにお話を伺いました。

85

笠井 正憲さん

発

●貴重なご意
見ありがとう
ございます。
議会活性化の
ため頑張りま
す。

昭和28年生まれ
平成３年より新十津川町在住
67歳

行／新十津川町議会

●次回会議予告

編

「夜の議会を傍聴に来ませんか」

集／議会広報広聴常任委員会
電 話／
（０１２５） ・３１９１ ＦＡＸ／（０１２５） ・２７８５

76

76

インフォメーション
information

第３回定例会は９月８日（火）から11日（金）までの日程で開催が予定されていま
す。

第３回定例会では、一般質問を８日（火）午後６時から行う予定です。
お勤め後に、一日の終わりに、議会の傍聴をしてみませんか。
※傍聴の定員は24人です。

※正式な日程につきましては、議会事務局へお問い合わせください。また、休会
となる日があります。

議会の動き
５月15日

経済文教常任委員会

６月20日

戦没者等追悼式、開町記念式典

５月18日

総務民生常任委員会

６月26日

議会運営委員会

空知町村議会議長会臨時総会（書面会議）

６月29日

第４回臨時会

５月20日

第３回臨時会、経済文教常任委員会

７月14日

総務民生常任委員会

５月22日

常任委員会報告会

７月15日

経済文教常任委員会

５月29日

議会運営委員会

７月16日

常任委員会報告会

６月３日

第２回定例会、経済文教常任委員会

７月20日

第５回臨時会

６月５日

第２回定例会

７月30日

第６回臨時会

６月16日

北海道町村議会議長会定期総会
（書面会議）

８月４日

行政区長会との懇談会

活動内容をタイムリー
にお知らせします！

新十津川町議会

http://www.facebook.com/shintotsukawa.gikai/

