
議会名 令和4年第2回  北広島市議会定例会 開会月日 6月6日 閉会月日 6月27日

【議   案】

上程月日 提案者 付託月日 委員会名

議決月日 議決結果 審査月日 審査結果

6月27日 議員 － －

6月27日 原案可決 － －

6月6日 市長 － －

6月6日 原案同意 － －

6月6日 市長 － －

6月6日 原案承認 － －

6月6日 市長 － －

6月6日 原案承認 － －

6月6日 市長 6月6日
総務

常任委員会

6月27日 原案可決 6月21日 原案可決

6月6日 市長 6月6日
民生

常任委員会

6月27日 原案可決 6月22日 原案可決

6月6日 市長 6月6日
建設文教

常任委員会

6月27日 原案可決 6月23日 原案可決

6月6日 市長 6月6日
総務

常任委員会

6月27日 原案可決 6月21日 原案可決

6月6日 市長 6月6日
総務

常任委員会

6月27日 原案可決 6月21日 原案可決

6月6日 市長 － －

6月6日 原案可決 － －

6月6日 市長 － －

6月6日 原案可決 － －

6月6日 市長 6月6日
各常任委員会

及びボールパーク調査
特別委員会分割付託

6月27日 原案可決
 6月21,
22,23日

原案可決

6月17日 市長 6月17日
ボールパーク調査

特別委員会

6月27日 原案可決 6月21日 原案可決

6月17日 市長 6月17日
ボールパーク調査

特別委員会

6月27日 原案可決 6月21日 原案可決

発議第1号 北広島市議会会議規則の一部を改正する規則について

議案第7号

議案第4号

議案第8号

議案第12号

同意案第1号

番  号 件　　　名

本会議 委員会

可燃ごみ中継施設建設工事の請負契約について

令和４年度北広島市一般会計補正予算(第1号)

北広島市上下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正
する条例について

北海道市町村総合事務組合規約の変更に関する協議の件に
ついて

北進通道路改築工事（８工区)（補正）の請負契約について

北海道市町村職員退職手当組合規約の変更に関する協議の
件について

人権擁護委員の推薦について

議案第3号 北広島市税条例等の一部を改正する条例について

北広島市重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の
助成に関する条例の一部を改正する条例について

議案第1号 専決処分の承認を求めることについて

議案第2号 専決処分の承認を求めることについて

議案第10号 令和４年度北広島市一般会計補正予算(第3号)

議案第11号 西裏通道路改築工事（５工区）(補正）の請負契約について

議案第9号

議案第5号

議案第6号



上程月日 提案者 付託月日 委員会名

議決月日 議決結果 審査月日 審査結果

6月17日 市長 6月17日
ボールパーク調査

特別委員会

6月27日 原案可決 6月21日 原案可決

6月17日 市長 6月17日
建設文教

常任委員会

6月27日 原案可決 6月23日 原案可決

6月17日 市長 6月17日
建設文教

常任委員会

6月27日 原案可決 6月23日 原案可決

6月17日 市長 6月17日
建設文教常任

委員会

6月27日 原案可決 6月23日 原案可決

6月17日 市長 6月17日
建設文教

常任委員会

6月27日 原案可決 6月23日 原案可決

6月17日 市長 － －

6月17日 原案可決 － －

6月27日 市長 － －

6月27日 原案可決 － －

番  号 件　　　名

本会議 委員会

議案第18号 令和4年度北広島市一般会計補正予算（第2号）

議案第19号
防災食育センター新築工事の内空調換気設備工事の請負契
約について

議案第17号 財産の取得について

防災食育センター新築工事の内建築主体工事の請負契約に
ついて

議案第15号
防災食育センター新築工事の内電気設備工事の請負契約に
ついて

議案第16号
防災食育センター新築工事の内厨房設備工事の請負契約に
ついて

議案第13号 北進通道路改築工事（９工区）(補正）の請負契約について

議案第14号



【意見書案】

付託月日 委員会名

審査月日 審査結果

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

【請　願】

上程月日 提出者 付託月日 委員会名

議決月日 議決結果 審査月日 審査結果

6月6日 請願者 6月6日
建設文教

常任委員会

6月27日 不採択 6月23日 不採択すべき

番  号

意見書案第4号
食料の自給率向上を国政の柱に据える政治転換を求める意
見書

6月27日

地方財政の充実・強化に関する意見書

原案可決

委員会

議決月日 議決結果

件　　　名

本会議 委員会

本会議

6月27日 原案可決

環境教育の推進及びカーボンニュートラル達成に向けた学校
施設のZEB化のさらなる推進を求める意見書

請願第3号
市営住宅家賃減免制度を道営住宅並みに改めることを求める
請願

番  号

意見書案第5号

件　　　名

意見書案第2号

意見書案第3号 地方公共団体情報システムの標準化に向けての意見書 6月27日 原案可決

6月27日 原案可決

意見書案第1号
義務教育費国庫負担制度堅持・負担率2分の1への復元、「30
人以下学級」など教育予算確保・拡充と就学保障の実現に向
けた意見書

6月27日 原案可決


