
 

 

江別市議会 

 第８回「市民と議会の集い」 

    

      ◎１１月４日（金） 市民会館 37号室 

      ◎１１月６日（日） 大麻公民館 研修室２号 

  

≪次第≫ 

1. 1. 1. 1. 開会開会開会開会    

- 開会宣言 ： 議会広報広聴委員会 委員長 

- 開会挨拶 ： 江別市議会 議長 

- 趣旨説明 ： 議会広報広聴委員会 副委員長 

    

2. 2. 2. 2. 各委員会各委員会各委員会各委員会の活動報告の活動報告の活動報告の活動報告    

- 報告：議会広報広聴委員会 副委員長 

 

3333. . . . ワークショップによるワークショップによるワークショップによるワークショップによる意見交換意見交換意見交換意見交換    

テーマ：雪対策について ～大雪で一番困ったこと、感じたこと～ 

    【自己紹介】 

     ①行政のすべきこと、市に求めること 

     ②地域でできること、地域で取り組まなければいけないこと 

     ③今後の取組 

 

4444. . . . 意見交換意見交換意見交換意見交換    

 自由な内容での意見交換 

 

5555. . . . 閉会閉会閉会閉会    

- 閉会挨拶 ： 江別市議会 副議長 

- 閉会宣言 ： 議会広報広聴委員会 委員長 
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各会場の参加議員 

 

 

◇宮本忠明議長、島田泰美副議長、議会広報広聴委員は、両会場に出席 
 

市民会館：１１月４日（金）18：15～20：30 市民会館 ３７号室 
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大麻公民館：１１月６日（日）13：30～15：35 大麻公民館 研修室２号 
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えべつ地域創生の会

自民クラブ

公明党

民主・市民の会

日本共産党議員団

えべつ地域創生の会

自民クラブ

公明党

民主・市民の会

日本共産党議員団

議員が全員集まって開かれる会議。定例会・議員が全員集まって開かれる会議。定例会・議員が全員集まって開かれる会議。定例会・議員が全員集まって開かれる会議。定例会・

審議内容が広範囲であるため、内部審査機関として委員会を設け専門的に審査審議内容が広範囲であるため、内部審査機関として委員会を設け専門的に審査審議内容が広範囲であるため、内部審査機関として委員会を設け専門的に審査審議内容が広範囲であるため、内部審査機関として委員会を設け専門的に審査

えべつ地域創生の会
会長◎石田　武史／幹事長◎岡　英彦／会計◎猪股　美香
鈴木　誠／本間　憲一／宮本　忠明

会長◎高間　専逸／幹事長◎三角　芳明／会計◎芳賀　理己
島田　泰美／清水　直幸／角田　一

会長◎齊藤　佐知子／幹事長◎徳田　哲／会計◎奥野　妙子
裏　君子／相馬　芳佳

会長◎内山　祥弘／幹事長◎稲守　耕司／会計◎佐々木　聖子
諏訪部　容子／干場　芳子

日本共産党議員団 団長◎吉本　和子／幹事長◎高橋　典子／会計◎佐藤　美佐子

 市長部局等から説明を

 受けて委員会へ付託

議員が全員集まって開かれる会議。定例会・議員が全員集まって開かれる会議。定例会・議員が全員集まって開かれる会議。定例会・議員が全員集まって開かれる会議。定例会・

審議内容が広範囲であるため、内部審査機関として委員会を設け専門的に審査審議内容が広範囲であるため、内部審査機関として委員会を設け専門的に審査審議内容が広範囲であるため、内部審査機関として委員会を設け専門的に審査審議内容が広範囲であるため、内部審査機関として委員会を設け専門的に審査

会長◎石田　武史／幹事長◎岡　英彦／会計◎猪股　美香
鈴木　誠／本間　憲一／宮本　忠明

会長◎高間　専逸／幹事長◎三角　芳明／会計◎芳賀　理己
島田　泰美／清水　直幸／角田　一

会長◎齊藤　佐知子／幹事長◎徳田　哲／会計◎奥野　妙子
裏　君子／相馬　芳佳

会長◎内山　祥弘／幹事長◎稲守　耕司／会計◎佐々木　聖子
諏訪部　容子／干場　芳子

団長◎吉本　和子／幹事長◎高橋　典子／会計◎佐藤　美佐子

市長部局等から説明を

受けて委員会へ付託

●任期：２年

●定数：条例で制定

議員が全員集まって開かれる会議。定例会・議員が全員集まって開かれる会議。定例会・議員が全員集まって開かれる会議。定例会・議員が全員集まって開かれる会議。定例会・

審議内容が広範囲であるため、内部審査機関として委員会を設け専門的に審査審議内容が広範囲であるため、内部審査機関として委員会を設け専門的に審査審議内容が広範囲であるため、内部審査機関として委員会を設け専門的に審査審議内容が広範囲であるため、内部審査機関として委員会を設け専門的に審査
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会長◎石田　武史／幹事長◎岡　英彦／会計◎猪股　美香
鈴木　誠／本間　憲一／宮本　忠明

会長◎高間　専逸／幹事長◎三角　芳明／会計◎芳賀　理己
島田　泰美／清水　直幸／角田　一

会長◎齊藤　佐知子／幹事長◎徳田　哲／会計◎奥野　妙子
裏　君子／相馬　芳佳

会長◎内山　祥弘／幹事長◎稲守　耕司／会計◎佐々木　聖子
諏訪部　容子／干場　芳子

団長◎吉本　和子／幹事長◎高橋　典子／会計◎佐藤　美佐子

市長部局等から説明を 

受けて委員会へ付託 

●任期：２年 

●定数：条例で制定 

議員が全員集まって開かれる会議。定例会・議員が全員集まって開かれる会議。定例会・議員が全員集まって開かれる会議。定例会・議員が全員集まって開かれる会議。定例会・
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会長◎石田　武史／幹事長◎岡　英彦／会計◎猪股　美香
鈴木　誠／本間　憲一／宮本　忠明

会長◎高間　専逸／幹事長◎三角　芳明／会計◎芳賀　理己
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会長◎齊藤　佐知子／幹事長◎徳田　哲／会計◎奥野　妙子

会長◎内山　祥弘／幹事長◎稲守　耕司／会計◎佐々木　聖子
諏訪部　容子／干場　芳子

団長◎吉本　和子／幹事長◎高橋　典子／会計◎佐藤　美佐子

 委員会での審査結果を

 報告の後、本会議で採決

議員が全員集まって開かれる会議。定例会・議員が全員集まって開かれる会議。定例会・議員が全員集まって開かれる会議。定例会・議員が全員集まって開かれる会議。定例会・臨時会臨時会臨時会臨時会    
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会長◎石田　武史／幹事長◎岡　英彦／会計◎猪股　美香
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会長◎内山　祥弘／幹事長◎稲守　耕司／会計◎佐々木　聖子

団長◎吉本　和子／幹事長◎高橋　典子／会計◎佐藤　美佐子

委員会での審査結果を

報告の後、本会議で採決

●任期：目的達成まで

●定数：決議で決定

審議内容が広範囲であるため、内部審査機関として委員会を設け専門的に審査審議内容が広範囲であるため、内部審査機関として委員会を設け専門的に審査審議内容が広範囲であるため、内部審査機関として委員会を設け専門的に審査審議内容が広範囲であるため、内部審査機関として委員会を設け専門的に審査

会長◎石田　武史／幹事長◎岡　英彦／会計◎猪股　美香

会長◎高間　専逸／幹事長◎三角　芳明／会計◎芳賀　理己

会長◎齊藤　佐知子／幹事長◎徳田　哲／会計◎奥野　妙子

会長◎内山　祥弘／幹事長◎稲守　耕司／会計◎佐々木　聖子

団長◎吉本　和子／幹事長◎高橋　典子／会計◎佐藤　美佐子

委員会での審査結果を 

報告の後、本会議で採決 

目的達成まで 

決議で決定 

審議内容が広範囲であるため、内部審査機関として委員会を設け専門的に審査審議内容が広範囲であるため、内部審査機関として委員会を設け専門的に審査審議内容が広範囲であるため、内部審査機関として委員会を設け専門的に審査審議内容が広範囲であるため、内部審査機関として委員会を設け専門的に審査    

会長◎高間　専逸／幹事長◎三角　芳明／会計◎芳賀　理己

会長◎齊藤　佐知子／幹事長◎徳田　哲／会計◎奥野　妙子

会長◎内山　祥弘／幹事長◎稲守　耕司／会計◎佐々木　聖子

団長◎吉本　和子／幹事長◎高橋　典子／会計◎佐藤　美佐子

 



 

 

   議会運営委員会の

１．議会運営委員会の概要

 ・定数

 ・任期

    委員長：岡

    委

        

・議会運営委員会は、議会の運営が円滑に行われるように議事の順序・進め方、その

他議会運営上必要な事項に関して協議しています。

 

２．議会運営に関する検討課題

 ■江別市議会基本条例の評価・検証について

 

別市議会基本条例評価・検証ワーキンググループ」での協議がまとまり、報告書を

作成しました。

 

が

が３項目、評価・検証になじまないとする評価対象外が８項目となりました。

 

実させ市政に反映させるための手法、自由な討議によ

不十分であり、今後の対応が必要であると評価しています。

 

 ■江別市議会における業務継続計画（ＢＣＰ）について

 

営するための「業務継続計画（ＢＣＰ）」を策定しました。

 

江別市議会災害対策会議の設置基準や災害時の議員の安否確認方法など、災害時に

必要となる組織体制や行動指針を定めています。

 

 ■江別市議会ＩＣＴ化推進基本計画の推進について

 

基本計画」を策定しています。当計画に基づき、タブレット端末が未導入であって

も実施可能な取組となる、会議の開催通知や通告文書などの電子化を実施しました。

 

 

 

 

 

 

 

議会運営委員会の

議会運営委員会の概要

・定数 １０人

・任期 ２年 

委員長：岡

委 員：石田

        芳賀

・議会運営委員会は、議会の運営が円滑に行われるように議事の順序・進め方、その

他議会運営上必要な事項に関して協議しています。

議会運営に関する検討課題

■江別市議会基本条例の評価・検証について

 議会における最高規範である江別市議会基本条例の評価・検証を行っていた「江

別市議会基本条例評価・検証ワーキンググループ」での協議がまとまり、報告書を

作成しました。

 評価・検証の対象となる全条項（

が21項目、おおむねできているとするＢ評価が

が３項目、評価・検証になじまないとする評価対象外が８項目となりました。

 市民と情報や意見交換を行う場を多様に設けることや、政策提案や政策提言を充

実させ市政に反映させるための手法、自由な討議によ

不十分であり、今後の対応が必要であると評価しています。

■江別市議会における業務継続計画（ＢＣＰ）について

 大規模災害などが発生した場合でも、議会の機能を停止することなく、議会を運

営するための「業務継続計画（ＢＣＰ）」を策定しました。

 災害発生初期から議会機能を維持するとともに、迅速な災害対応に当たるための

江別市議会災害対策会議の設置基準や災害時の議員の安否確認方法など、災害時に

必要となる組織体制や行動指針を定めています。

■江別市議会ＩＣＴ化推進基本計画の推進について

 議会のＩＣＴ（情報通信技術）の活用を進めるため、「江別市議会ＩＣＴ化推進

基本計画」を策定しています。当計画に基づき、タブレット端末が未導入であって

も実施可能な取組となる、会議の開催通知や通告文書などの電子化を実施しました。

議会運営委員会の

議会運営委員会の概要 

１０人 

  

委員長：岡 英彦  副委員長：齊藤

：石田 武史・稲守

芳賀 理己・本間

・議会運営委員会は、議会の運営が円滑に行われるように議事の順序・進め方、その

他議会運営上必要な事項に関して協議しています。

議会運営に関する検討課題

■江別市議会基本条例の評価・検証について

議会における最高規範である江別市議会基本条例の評価・検証を行っていた「江

別市議会基本条例評価・検証ワーキンググループ」での協議がまとまり、報告書を

作成しました。 

評価・検証の対象となる全条項（

項目、おおむねできているとするＢ評価が

が３項目、評価・検証になじまないとする評価対象外が８項目となりました。

市民と情報や意見交換を行う場を多様に設けることや、政策提案や政策提言を充

実させ市政に反映させるための手法、自由な討議によ

不十分であり、今後の対応が必要であると評価しています。

■江別市議会における業務継続計画（ＢＣＰ）について

大規模災害などが発生した場合でも、議会の機能を停止することなく、議会を運

営するための「業務継続計画（ＢＣＰ）」を策定しました。

災害発生初期から議会機能を維持するとともに、迅速な災害対応に当たるための

江別市議会災害対策会議の設置基準や災害時の議員の安否確認方法など、災害時に

必要となる組織体制や行動指針を定めています。

■江別市議会ＩＣＴ化推進基本計画の推進について

議会のＩＣＴ（情報通信技術）の活用を進めるため、「江別市議会ＩＣＴ化推進

基本計画」を策定しています。当計画に基づき、タブレット端末が未導入であって

も実施可能な取組となる、会議の開催通知や通告文書などの電子化を実施しました。

議会運営委員会の活動報告

副委員長：齊藤

武史・稲守 耕司・諏訪部

理己・本間 憲一・三角

・議会運営委員会は、議会の運営が円滑に行われるように議事の順序・進め方、その

他議会運営上必要な事項に関して協議しています。

議会運営に関する検討課題  

■江別市議会基本条例の評価・検証について

議会における最高規範である江別市議会基本条例の評価・検証を行っていた「江

別市議会基本条例評価・検証ワーキンググループ」での協議がまとまり、報告書を

評価・検証の対象となる全条項（

項目、おおむねできているとするＢ評価が

が３項目、評価・検証になじまないとする評価対象外が８項目となりました。

市民と情報や意見交換を行う場を多様に設けることや、政策提案や政策提言を充

実させ市政に反映させるための手法、自由な討議によ

不十分であり、今後の対応が必要であると評価しています。

■江別市議会における業務継続計画（ＢＣＰ）について

大規模災害などが発生した場合でも、議会の機能を停止することなく、議会を運

営するための「業務継続計画（ＢＣＰ）」を策定しました。

災害発生初期から議会機能を維持するとともに、迅速な災害対応に当たるための

江別市議会災害対策会議の設置基準や災害時の議員の安否確認方法など、災害時に

必要となる組織体制や行動指針を定めています。

■江別市議会ＩＣＴ化推進基本計画の推進について

議会のＩＣＴ（情報通信技術）の活用を進めるため、「江別市議会ＩＣＴ化推進

基本計画」を策定しています。当計画に基づき、タブレット端末が未導入であって

も実施可能な取組となる、会議の開催通知や通告文書などの電子化を実施しました。

3 

活動報告 

副委員長：齊藤 佐知子

耕司・諏訪部 容子・高橋

憲一・三角 芳明 

・議会運営委員会は、議会の運営が円滑に行われるように議事の順序・進め方、その

他議会運営上必要な事項に関して協議しています。

■江別市議会基本条例の評価・検証について 

議会における最高規範である江別市議会基本条例の評価・検証を行っていた「江

別市議会基本条例評価・検証ワーキンググループ」での協議がまとまり、報告書を

評価・検証の対象となる全条項（46項目）のうち、十分できているとするＡ評価

項目、おおむねできているとするＢ評価が

が３項目、評価・検証になじまないとする評価対象外が８項目となりました。

市民と情報や意見交換を行う場を多様に設けることや、政策提案や政策提言を充

実させ市政に反映させるための手法、自由な討議によ

不十分であり、今後の対応が必要であると評価しています。

■江別市議会における業務継続計画（ＢＣＰ）について

大規模災害などが発生した場合でも、議会の機能を停止することなく、議会を運

営するための「業務継続計画（ＢＣＰ）」を策定しました。

災害発生初期から議会機能を維持するとともに、迅速な災害対応に当たるための

江別市議会災害対策会議の設置基準や災害時の議員の安否確認方法など、災害時に

必要となる組織体制や行動指針を定めています。

■江別市議会ＩＣＴ化推進基本計画の推進について

議会のＩＣＴ（情報通信技術）の活用を進めるため、「江別市議会ＩＣＴ化推進

基本計画」を策定しています。当計画に基づき、タブレット端末が未導入であって

も実施可能な取組となる、会議の開催通知や通告文書などの電子化を実施しました。

佐知子 

容子・高橋 典子・徳田

 

・議会運営委員会は、議会の運営が円滑に行われるように議事の順序・進め方、その

他議会運営上必要な事項に関して協議しています。 

 

議会における最高規範である江別市議会基本条例の評価・検証を行っていた「江

別市議会基本条例評価・検証ワーキンググループ」での協議がまとまり、報告書を

項目）のうち、十分できているとするＡ評価

項目、おおむねできているとするＢ評価が14項目、不十分であるとするＣ評価

が３項目、評価・検証になじまないとする評価対象外が８項目となりました。

市民と情報や意見交換を行う場を多様に設けることや、政策提案や政策提言を充

実させ市政に反映させるための手法、自由な討議による合意形成についての取組が

不十分であり、今後の対応が必要であると評価しています。

■江別市議会における業務継続計画（ＢＣＰ）について 

大規模災害などが発生した場合でも、議会の機能を停止することなく、議会を運

営するための「業務継続計画（ＢＣＰ）」を策定しました。

災害発生初期から議会機能を維持するとともに、迅速な災害対応に当たるための

江別市議会災害対策会議の設置基準や災害時の議員の安否確認方法など、災害時に

必要となる組織体制や行動指針を定めています。 

■江別市議会ＩＣＴ化推進基本計画の推進について  

議会のＩＣＴ（情報通信技術）の活用を進めるため、「江別市議会ＩＣＴ化推進

基本計画」を策定しています。当計画に基づき、タブレット端末が未導入であって

も実施可能な取組となる、会議の開催通知や通告文書などの電子化を実施しました。

典子・徳田 

・議会運営委員会は、議会の運営が円滑に行われるように議事の順序・進め方、その

議会における最高規範である江別市議会基本条例の評価・検証を行っていた「江

別市議会基本条例評価・検証ワーキンググループ」での協議がまとまり、報告書を

項目）のうち、十分できているとするＡ評価

項目、不十分であるとするＣ評価

が３項目、評価・検証になじまないとする評価対象外が８項目となりました。

市民と情報や意見交換を行う場を多様に設けることや、政策提案や政策提言を充

る合意形成についての取組が

不十分であり、今後の対応が必要であると評価しています。 

 

大規模災害などが発生した場合でも、議会の機能を停止することなく、議会を運

営するための「業務継続計画（ＢＣＰ）」を策定しました。 

災害発生初期から議会機能を維持するとともに、迅速な災害対応に当たるための

江別市議会災害対策会議の設置基準や災害時の議員の安否確認方法など、災害時に

議会のＩＣＴ（情報通信技術）の活用を進めるため、「江別市議会ＩＣＴ化推進

基本計画」を策定しています。当計画に基づき、タブレット端末が未導入であって

も実施可能な取組となる、会議の開催通知や通告文書などの電子化を実施しました。

 哲 

・議会運営委員会は、議会の運営が円滑に行われるように議事の順序・進め方、その

議会における最高規範である江別市議会基本条例の評価・検証を行っていた「江

別市議会基本条例評価・検証ワーキンググループ」での協議がまとまり、報告書を

項目）のうち、十分できているとするＡ評価

項目、不十分であるとするＣ評価

が３項目、評価・検証になじまないとする評価対象外が８項目となりました。

市民と情報や意見交換を行う場を多様に設けることや、政策提案や政策提言を充

る合意形成についての取組が

大規模災害などが発生した場合でも、議会の機能を停止することなく、議会を運

災害発生初期から議会機能を維持するとともに、迅速な災害対応に当たるための

江別市議会災害対策会議の設置基準や災害時の議員の安否確認方法など、災害時に

議会のＩＣＴ（情報通信技術）の活用を進めるため、「江別市議会ＩＣＴ化推進

基本計画」を策定しています。当計画に基づき、タブレット端末が未導入であって

も実施可能な取組となる、会議の開催通知や通告文書などの電子化を実施しました。

 

・議会運営委員会は、議会の運営が円滑に行われるように議事の順序・進め方、その

議会における最高規範である江別市議会基本条例の評価・検証を行っていた「江

別市議会基本条例評価・検証ワーキンググループ」での協議がまとまり、報告書を

項目）のうち、十分できているとするＡ評価

項目、不十分であるとするＣ評価

が３項目、評価・検証になじまないとする評価対象外が８項目となりました。 

市民と情報や意見交換を行う場を多様に設けることや、政策提案や政策提言を充

る合意形成についての取組が

大規模災害などが発生した場合でも、議会の機能を停止することなく、議会を運

災害発生初期から議会機能を維持するとともに、迅速な災害対応に当たるための

江別市議会災害対策会議の設置基準や災害時の議員の安否確認方法など、災害時に

議会のＩＣＴ（情報通信技術）の活用を進めるため、「江別市議会ＩＣＴ化推進

基本計画」を策定しています。当計画に基づき、タブレット端末が未導入であって

も実施可能な取組となる、会議の開催通知や通告文書などの電子化を実施しました。 

 

 



 

   総務文教常任委員会の

 １．総務文教常任委員会の概要

 ・定数

 ・任期

  委員長：諏訪部

  委

 ・所管部署

  総務部・企画政策部・会計課・教育委員会・監査委員・選挙管理委員会・

  公平委員会・他の常任委員会の所管に属しない事項

 

 ２．総務文教常任委員会の所管に係る

 ■所管事業及び施設等の調査

 

レット端末等を活用した授業を調査しました。令和２年度から多機能大型ディスプレ

ーや指導者用タブレット端末に加え、小学校４学年分、中学校全学年の児童生徒にタ

ブレット端末が整備されています。

ＧＡスクールサポーターの配置と学校からのＩＣＴ環境や機器に関する問合せを支援

するヘルプデスク開設等についての説明を受けました。実際の授業を見学し、大型デ

ィスプレーに生徒一人一人の入力内容が表示されることで、多様な考え方に触れるこ

とができ、授業の幅も広がると感じたところです。

 

説明を受け、保存・活用事業者である株式会社珈房サッポロ珈琲館から、会社の概要、

本社移転の経緯、近隣住民との関わりや、江別らしい商品開発への取組などの説明を

受けました。

 

 ■生涯健康プラットフォーム（デジタル田園都市国家構想推進交付金採択事業）

   

集積しており、

   

学との連携を基に、国の交付金を活用してスマートフォンから利用できる健康管理に役

立つアプリケーションを開発しております。アプリケーションには、江別産食材の販売、

食と認知症予防・早期発見に関する研究のデータ蓄積機能を盛り込むとの報告を受けま

した。令和５年３月以降にサービスが提供される予定で、今後の推移を見守っていきま

す。

 

 ■第７次江別市総合計画策定に係る取組状況

ています。市民の皆様の様々な意

トや

ました。

総務文教常任委員会の

総務文教常任委員会の概要

・定数 ９人（現在は８人）

・任期 ２年 

委員長：諏訪部

委 員：稲守

・所管部署 

総務部・企画政策部・会計課・教育委員会・監査委員・選挙管理委員会・

公平委員会・他の常任委員会の所管に属しない事項

総務文教常任委員会の所管に係る

■所管事業及び施設等の調査

 江別第一中学校を訪問し、ＧＩＧＡスクール構想推進事業のこれまでの取組とタブ

レット端末等を活用した授業を調査しました。令和２年度から多機能大型ディスプレ

ーや指導者用タブレット端末に加え、小学校４学年分、中学校全学年の児童生徒にタ

ブレット端末が整備されています。

また、学校におけるＩＣＴ環境整備の設計や使用マニュアルの作成などを行うＧＩ

ＧＡスクールサポーターの配置と学校からのＩＣＴ環境や機器に関する問合せを支援

するヘルプデスク開設等についての説明を受けました。実際の授業を見学し、大型デ

ィスプレーに生徒一人一人の入力内容が表示されることで、多様な考え方に触れるこ

とができ、授業の幅も広がると感じたところです。

 北海道林木育種場旧庁舎

説明を受け、保存・活用事業者である株式会社珈房サッポロ珈琲館から、会社の概要、

本社移転の経緯、近隣住民との関わりや、江別らしい商品開発への取組などの説明を

受けました。

■生涯健康プラットフォーム（デジタル田園都市国家構想推進交付金採択事業）

   江別市は、豊

集積しており、

   北海道情報大学が実施してきた食の臨床試験の研究成果と当市の健康都市宣言や４大

学との連携を基に、国の交付金を活用してスマートフォンから利用できる健康管理に役

立つアプリケーションを開発しております。アプリケーションには、江別産食材の販売、

食と認知症予防・早期発見に関する研究のデータ蓄積機能を盛り込むとの報告を受けま

した。令和５年３月以降にサービスが提供される予定で、今後の推移を見守っていきま

す。 

■第７次江別市総合計画策定に係る取組状況

令和６年４月のスタートを目指して、令和３年度から次期総合計画の策定作

ています。市民の皆様の様々な意

トや30グループ

ました。 

総務文教常任委員会の

総務文教常任委員会の概要

９人（現在は８人）

 

委員長：諏訪部 容子  

：稲守 耕司・岡

総務部・企画政策部・会計課・教育委員会・監査委員・選挙管理委員会・

公平委員会・他の常任委員会の所管に属しない事項

総務文教常任委員会の所管に係る

■所管事業及び施設等の調査

江別第一中学校を訪問し、ＧＩＧＡスクール構想推進事業のこれまでの取組とタブ

レット端末等を活用した授業を調査しました。令和２年度から多機能大型ディスプレ

ーや指導者用タブレット端末に加え、小学校４学年分、中学校全学年の児童生徒にタ

ブレット端末が整備されています。

また、学校におけるＩＣＴ環境整備の設計や使用マニュアルの作成などを行うＧＩ

ＧＡスクールサポーターの配置と学校からのＩＣＴ環境や機器に関する問合せを支援

するヘルプデスク開設等についての説明を受けました。実際の授業を見学し、大型デ

ィスプレーに生徒一人一人の入力内容が表示されることで、多様な考え方に触れるこ

とができ、授業の幅も広がると感じたところです。

北海道林木育種場旧庁舎

説明を受け、保存・活用事業者である株式会社珈房サッポロ珈琲館から、会社の概要、

本社移転の経緯、近隣住民との関わりや、江別らしい商品開発への取組などの説明を

受けました。 

■生涯健康プラットフォーム（デジタル田園都市国家構想推進交付金採択事業）

江別市は、豊かな自然や安心・安全な農作物に恵まれ、４つの大学や各種研究機関が

集積しており、フード特区として食と健康管理を結びつける環境が整ってきています。

北海道情報大学が実施してきた食の臨床試験の研究成果と当市の健康都市宣言や４大

学との連携を基に、国の交付金を活用してスマートフォンから利用できる健康管理に役

立つアプリケーションを開発しております。アプリケーションには、江別産食材の販売、

食と認知症予防・早期発見に関する研究のデータ蓄積機能を盛り込むとの報告を受けま

した。令和５年３月以降にサービスが提供される予定で、今後の推移を見守っていきま

■第７次江別市総合計画策定に係る取組状況

令和６年４月のスタートを目指して、令和３年度から次期総合計画の策定作

ています。市民の皆様の様々な意

グループ（延べ161

総務文教常任委員会の活動

総務文教常任委員会の概要 

９人（現在は８人） 

  副委員長：猪股

耕司・岡 英彦・佐藤

総務部・企画政策部・会計課・教育委員会・監査委員・選挙管理委員会・

公平委員会・他の常任委員会の所管に属しない事項

総務文教常任委員会の所管に係る主な市の事業

■所管事業及び施設等の調査 

江別第一中学校を訪問し、ＧＩＧＡスクール構想推進事業のこれまでの取組とタブ

レット端末等を活用した授業を調査しました。令和２年度から多機能大型ディスプレ

ーや指導者用タブレット端末に加え、小学校４学年分、中学校全学年の児童生徒にタ

ブレット端末が整備されています。

また、学校におけるＩＣＴ環境整備の設計や使用マニュアルの作成などを行うＧＩ

ＧＡスクールサポーターの配置と学校からのＩＣＴ環境や機器に関する問合せを支援

するヘルプデスク開設等についての説明を受けました。実際の授業を見学し、大型デ

ィスプレーに生徒一人一人の入力内容が表示されることで、多様な考え方に触れるこ

とができ、授業の幅も広がると感じたところです。

北海道林木育種場旧庁舎/サッポロ珈琲館【

説明を受け、保存・活用事業者である株式会社珈房サッポロ珈琲館から、会社の概要、

本社移転の経緯、近隣住民との関わりや、江別らしい商品開発への取組などの説明を

■生涯健康プラットフォーム（デジタル田園都市国家構想推進交付金採択事業）

かな自然や安心・安全な農作物に恵まれ、４つの大学や各種研究機関が

フード特区として食と健康管理を結びつける環境が整ってきています。

北海道情報大学が実施してきた食の臨床試験の研究成果と当市の健康都市宣言や４大

学との連携を基に、国の交付金を活用してスマートフォンから利用できる健康管理に役

立つアプリケーションを開発しております。アプリケーションには、江別産食材の販売、

食と認知症予防・早期発見に関する研究のデータ蓄積機能を盛り込むとの報告を受けま

した。令和５年３月以降にサービスが提供される予定で、今後の推移を見守っていきま

■第７次江別市総合計画策定に係る取組状況

令和６年４月のスタートを目指して、令和３年度から次期総合計画の策定作

ています。市民の皆様の様々な意見をお聴きするため、江別市まちづくり市民アンケー

161人）に参加いただいたえべつ未来づくりミーティングを実施し
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活動報告 

副委員長：猪股 美香

英彦・佐藤 美佐子・相馬

総務部・企画政策部・会計課・教育委員会・監査委員・選挙管理委員会・

公平委員会・他の常任委員会の所管に属しない事項

主な市の事業

江別第一中学校を訪問し、ＧＩＧＡスクール構想推進事業のこれまでの取組とタブ

レット端末等を活用した授業を調査しました。令和２年度から多機能大型ディスプレ

ーや指導者用タブレット端末に加え、小学校４学年分、中学校全学年の児童生徒にタ

ブレット端末が整備されています。 

また、学校におけるＩＣＴ環境整備の設計や使用マニュアルの作成などを行うＧＩ

ＧＡスクールサポーターの配置と学校からのＩＣＴ環境や機器に関する問合せを支援

するヘルプデスク開設等についての説明を受けました。実際の授業を見学し、大型デ

ィスプレーに生徒一人一人の入力内容が表示されることで、多様な考え方に触れるこ

とができ、授業の幅も広がると感じたところです。

サッポロ珈琲館【

説明を受け、保存・活用事業者である株式会社珈房サッポロ珈琲館から、会社の概要、

本社移転の経緯、近隣住民との関わりや、江別らしい商品開発への取組などの説明を

■生涯健康プラットフォーム（デジタル田園都市国家構想推進交付金採択事業）

かな自然や安心・安全な農作物に恵まれ、４つの大学や各種研究機関が

フード特区として食と健康管理を結びつける環境が整ってきています。

北海道情報大学が実施してきた食の臨床試験の研究成果と当市の健康都市宣言や４大

学との連携を基に、国の交付金を活用してスマートフォンから利用できる健康管理に役

立つアプリケーションを開発しております。アプリケーションには、江別産食材の販売、

食と認知症予防・早期発見に関する研究のデータ蓄積機能を盛り込むとの報告を受けま

した。令和５年３月以降にサービスが提供される予定で、今後の推移を見守っていきま

■第７次江別市総合計画策定に係る取組状況  

令和６年４月のスタートを目指して、令和３年度から次期総合計画の策定作

見をお聴きするため、江別市まちづくり市民アンケー

人）に参加いただいたえべつ未来づくりミーティングを実施し

美香 

美佐子・相馬 芳佳・角田

総務部・企画政策部・会計課・教育委員会・監査委員・選挙管理委員会・

公平委員会・他の常任委員会の所管に属しない事項 

主な市の事業 

江別第一中学校を訪問し、ＧＩＧＡスクール構想推進事業のこれまでの取組とタブ

レット端末等を活用した授業を調査しました。令和２年度から多機能大型ディスプレ

ーや指導者用タブレット端末に加え、小学校４学年分、中学校全学年の児童生徒にタ

また、学校におけるＩＣＴ環境整備の設計や使用マニュアルの作成などを行うＧＩ

ＧＡスクールサポーターの配置と学校からのＩＣＴ環境や機器に関する問合せを支援

するヘルプデスク開設等についての説明を受けました。実際の授業を見学し、大型デ

ィスプレーに生徒一人一人の入力内容が表示されることで、多様な考え方に触れるこ

とができ、授業の幅も広がると感じたところです。 

サッポロ珈琲館【Rinboku】では、所管課から施設概要の

説明を受け、保存・活用事業者である株式会社珈房サッポロ珈琲館から、会社の概要、

本社移転の経緯、近隣住民との関わりや、江別らしい商品開発への取組などの説明を

■生涯健康プラットフォーム（デジタル田園都市国家構想推進交付金採択事業）

かな自然や安心・安全な農作物に恵まれ、４つの大学や各種研究機関が

フード特区として食と健康管理を結びつける環境が整ってきています。

北海道情報大学が実施してきた食の臨床試験の研究成果と当市の健康都市宣言や４大

学との連携を基に、国の交付金を活用してスマートフォンから利用できる健康管理に役

立つアプリケーションを開発しております。アプリケーションには、江別産食材の販売、

食と認知症予防・早期発見に関する研究のデータ蓄積機能を盛り込むとの報告を受けま

した。令和５年３月以降にサービスが提供される予定で、今後の推移を見守っていきま

 

令和６年４月のスタートを目指して、令和３年度から次期総合計画の策定作

見をお聴きするため、江別市まちづくり市民アンケー

人）に参加いただいたえべつ未来づくりミーティングを実施し

芳佳・角田 一・三角

総務部・企画政策部・会計課・教育委員会・監査委員・選挙管理委員会・

江別第一中学校を訪問し、ＧＩＧＡスクール構想推進事業のこれまでの取組とタブ

レット端末等を活用した授業を調査しました。令和２年度から多機能大型ディスプレ

ーや指導者用タブレット端末に加え、小学校４学年分、中学校全学年の児童生徒にタ

また、学校におけるＩＣＴ環境整備の設計や使用マニュアルの作成などを行うＧＩ

ＧＡスクールサポーターの配置と学校からのＩＣＴ環境や機器に関する問合せを支援

するヘルプデスク開設等についての説明を受けました。実際の授業を見学し、大型デ

ィスプレーに生徒一人一人の入力内容が表示されることで、多様な考え方に触れるこ

】では、所管課から施設概要の

説明を受け、保存・活用事業者である株式会社珈房サッポロ珈琲館から、会社の概要、

本社移転の経緯、近隣住民との関わりや、江別らしい商品開発への取組などの説明を

■生涯健康プラットフォーム（デジタル田園都市国家構想推進交付金採択事業）

かな自然や安心・安全な農作物に恵まれ、４つの大学や各種研究機関が

フード特区として食と健康管理を結びつける環境が整ってきています。

北海道情報大学が実施してきた食の臨床試験の研究成果と当市の健康都市宣言や４大

学との連携を基に、国の交付金を活用してスマートフォンから利用できる健康管理に役

立つアプリケーションを開発しております。アプリケーションには、江別産食材の販売、

食と認知症予防・早期発見に関する研究のデータ蓄積機能を盛り込むとの報告を受けま

した。令和５年３月以降にサービスが提供される予定で、今後の推移を見守っていきま

令和６年４月のスタートを目指して、令和３年度から次期総合計画の策定作

見をお聴きするため、江別市まちづくり市民アンケー

人）に参加いただいたえべつ未来づくりミーティングを実施し

一・三角 芳明

総務部・企画政策部・会計課・教育委員会・監査委員・選挙管理委員会・ 

江別第一中学校を訪問し、ＧＩＧＡスクール構想推進事業のこれまでの取組とタブ

レット端末等を活用した授業を調査しました。令和２年度から多機能大型ディスプレ

ーや指導者用タブレット端末に加え、小学校４学年分、中学校全学年の児童生徒にタ

また、学校におけるＩＣＴ環境整備の設計や使用マニュアルの作成などを行うＧＩ

ＧＡスクールサポーターの配置と学校からのＩＣＴ環境や機器に関する問合せを支援

するヘルプデスク開設等についての説明を受けました。実際の授業を見学し、大型デ

ィスプレーに生徒一人一人の入力内容が表示されることで、多様な考え方に触れるこ

】では、所管課から施設概要の

説明を受け、保存・活用事業者である株式会社珈房サッポロ珈琲館から、会社の概要、

本社移転の経緯、近隣住民との関わりや、江別らしい商品開発への取組などの説明を

■生涯健康プラットフォーム（デジタル田園都市国家構想推進交付金採択事業）

かな自然や安心・安全な農作物に恵まれ、４つの大学や各種研究機関が

フード特区として食と健康管理を結びつける環境が整ってきています。

北海道情報大学が実施してきた食の臨床試験の研究成果と当市の健康都市宣言や４大

学との連携を基に、国の交付金を活用してスマートフォンから利用できる健康管理に役

立つアプリケーションを開発しております。アプリケーションには、江別産食材の販売、

食と認知症予防・早期発見に関する研究のデータ蓄積機能を盛り込むとの報告を受けま

した。令和５年３月以降にサービスが提供される予定で、今後の推移を見守っていきま

令和６年４月のスタートを目指して、令和３年度から次期総合計画の策定作業を進め

見をお聴きするため、江別市まちづくり市民アンケー

人）に参加いただいたえべつ未来づくりミーティングを実施し

 

芳明 

江別第一中学校を訪問し、ＧＩＧＡスクール構想推進事業のこれまでの取組とタブ

レット端末等を活用した授業を調査しました。令和２年度から多機能大型ディスプレ

ーや指導者用タブレット端末に加え、小学校４学年分、中学校全学年の児童生徒にタ

また、学校におけるＩＣＴ環境整備の設計や使用マニュアルの作成などを行うＧＩ

ＧＡスクールサポーターの配置と学校からのＩＣＴ環境や機器に関する問合せを支援

するヘルプデスク開設等についての説明を受けました。実際の授業を見学し、大型デ

ィスプレーに生徒一人一人の入力内容が表示されることで、多様な考え方に触れるこ

】では、所管課から施設概要の

説明を受け、保存・活用事業者である株式会社珈房サッポロ珈琲館から、会社の概要、

本社移転の経緯、近隣住民との関わりや、江別らしい商品開発への取組などの説明を

        

かな自然や安心・安全な農作物に恵まれ、４つの大学や各種研究機関が

フード特区として食と健康管理を結びつける環境が整ってきています。 

北海道情報大学が実施してきた食の臨床試験の研究成果と当市の健康都市宣言や４大

学との連携を基に、国の交付金を活用してスマートフォンから利用できる健康管理に役

立つアプリケーションを開発しております。アプリケーションには、江別産食材の販売、

食と認知症予防・早期発見に関する研究のデータ蓄積機能を盛り込むとの報告を受けま

した。令和５年３月以降にサービスが提供される予定で、今後の推移を見守っていきま

業を進め

見をお聴きするため、江別市まちづくり市民アンケー

人）に参加いただいたえべつ未来づくりミーティングを実施し

 

説明を受け、保存・活用事業者である株式会社珈房サッポロ珈琲館から、会社の概要、

         

  

立つアプリケーションを開発しております。アプリケーションには、江別産食材の販売、
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さらに、ミーティングには、若手公募職員10人が延べ23グループに参加しました。頂

いた市民意見を基にしながら、庁内検討会議において次期総合計画の骨子を作り上げる

ほか、江別市行政審議会による審議も予定されているとの報告を受けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   生活福祉常任委員会の

１．生活福祉常任委員会の概要

 ・定数

 ・任期

        委員長：裏

        委

 ・所管部署

 

２．生活福祉常任委員会の所管に係る

  ■市立病院

市立病院事業

用への移行に係る条例改正などについて審査及び結審を行いました。

病院事業経営状況について、患者数及び診療収益の状況・医業費用の状況・収支の状

況・病床利用率について説明を受け質疑を行い、また、新型コロナウイルス病床の稼働状

況等を確認しました。

経営評価委員会については、議事の説明を受け、経営再建に向けた「ロードマップ」

の主要な取組項目についての進捗状況などを質疑しました。引き続き、経過を注視してま

いります。

ほかに、令和

新たな経営体制（地方公営企業法の全部適用）の下で解消すべき累積欠損金の規模を明確

化するとともに、病院経営における収支構造の見える化を図るためとの説明を受け、質疑

が行われました。

 

  ■生活環境部

環境クリーンセンター延命化工事請負契約の締結についての報告を受け、一般競争入

札の考え方などについて質疑がありました。

また、環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業の実施状況については、

特段の問題はなく、安定的な運営管理がなされているものとの

ほかに、所管施設調査として、環境クリーンセンター・一般廃棄物最終処分場・ノー

ザンフロンティア発電所の現地調査も行いました。

 令和４年４月１日か

受け、利用可能な行政サービスのメニューの検討と、申請時におけるプライバシー保護へ

の十分な配慮を求めました。

 

  ■健康福祉部

新型コロナウイルスワクチン接種事業について

況と４回目追加接種の概要、事業費の補正について報告を受けました。

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、困難に直

住民税非課税世帯等や子育て世帯への臨時特別給付金の支給についてのほか、物価

生活福祉常任委員会の

生活福祉常任委員会の概要

・定数 ８人 

・任期 ２年 

委員長：裏

委 員：内山

・所管部署 

生活環境部・健康福祉部・消防本部・市立病院

 

生活福祉常任委員会の所管に係る

市立病院 

市立病院事業

用への移行に係る条例改正などについて審査及び結審を行いました。

病院事業経営状況について、患者数及び診療収益の状況・医業費用の状況・収支の状

況・病床利用率について説明を受け質疑を行い、また、新型コロナウイルス病床の稼働状

況等を確認しました。

経営評価委員会については、議事の説明を受け、経営再建に向けた「ロードマップ」

の主要な取組項目についての進捗状況などを質疑しました。引き続き、経過を注視してま

いります。 

ほかに、令和

新たな経営体制（地方公営企業法の全部適用）の下で解消すべき累積欠損金の規模を明確

化するとともに、病院経営における収支構造の見える化を図るためとの説明を受け、質疑

が行われました。

生活環境部 

環境クリーンセンター延命化工事請負契約の締結についての報告を受け、一般競争入

札の考え方などについて質疑がありました。

また、環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業の実施状況については、

特段の問題はなく、安定的な運営管理がなされているものとの

ほかに、所管施設調査として、環境クリーンセンター・一般廃棄物最終処分場・ノー

ザンフロンティア発電所の現地調査も行いました。

令和４年４月１日か

受け、利用可能な行政サービスのメニューの検討と、申請時におけるプライバシー保護へ

の十分な配慮を求めました。

■健康福祉部 

新型コロナウイルスワクチン接種事業について

況と４回目追加接種の概要、事業費の補正について報告を受けました。

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、困難に直

住民税非課税世帯等や子育て世帯への臨時特別給付金の支給についてのほか、物価

生活福祉常任委員会の

生活福祉常任委員会の概要

 

  

委員長：裏 君子  副委員長：芳賀

：内山 祥弘・奥野

生活環境部・健康福祉部・消防本部・市立病院

生活福祉常任委員会の所管に係る

市立病院事業の地方公営企業法の一部適用から事業管理者を新たに設置する等の全部

用への移行に係る条例改正などについて審査及び結審を行いました。

病院事業経営状況について、患者数及び診療収益の状況・医業費用の状況・収支の状

況・病床利用率について説明を受け質疑を行い、また、新型コロナウイルス病床の稼働状

況等を確認しました。 

経営評価委員会については、議事の説明を受け、経営再建に向けた「ロードマップ」

の主要な取組項目についての進捗状況などを質疑しました。引き続き、経過を注視してま

ほかに、令和４年度医療情報システムの更新についてや資本金の額の減少については、

新たな経営体制（地方公営企業法の全部適用）の下で解消すべき累積欠損金の規模を明確

化するとともに、病院経営における収支構造の見える化を図るためとの説明を受け、質疑

が行われました。 

環境クリーンセンター延命化工事請負契約の締結についての報告を受け、一般競争入

札の考え方などについて質疑がありました。

また、環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業の実施状況については、

特段の問題はなく、安定的な運営管理がなされているものとの

ほかに、所管施設調査として、環境クリーンセンター・一般廃棄物最終処分場・ノー

ザンフロンティア発電所の現地調査も行いました。

令和４年４月１日から導入した「江別市パートナーシップ宣誓制度」について報告を

受け、利用可能な行政サービスのメニューの検討と、申請時におけるプライバシー保護へ

の十分な配慮を求めました。

新型コロナウイルスワクチン接種事業について

況と４回目追加接種の概要、事業費の補正について報告を受けました。

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、困難に直

住民税非課税世帯等や子育て世帯への臨時特別給付金の支給についてのほか、物価

生活福祉常任委員会の活動

生活福祉常任委員会の概要 

副委員長：芳賀

祥弘・奥野 妙子・佐々木

生活環境部・健康福祉部・消防本部・市立病院

生活福祉常任委員会の所管に係る主な市の事業

の地方公営企業法の一部適用から事業管理者を新たに設置する等の全部

用への移行に係る条例改正などについて審査及び結審を行いました。

病院事業経営状況について、患者数及び診療収益の状況・医業費用の状況・収支の状

況・病床利用率について説明を受け質疑を行い、また、新型コロナウイルス病床の稼働状

経営評価委員会については、議事の説明を受け、経営再建に向けた「ロードマップ」

の主要な取組項目についての進捗状況などを質疑しました。引き続き、経過を注視してま

年度医療情報システムの更新についてや資本金の額の減少については、

新たな経営体制（地方公営企業法の全部適用）の下で解消すべき累積欠損金の規模を明確

化するとともに、病院経営における収支構造の見える化を図るためとの説明を受け、質疑

環境クリーンセンター延命化工事請負契約の締結についての報告を受け、一般競争入

札の考え方などについて質疑がありました。

また、環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業の実施状況については、

特段の問題はなく、安定的な運営管理がなされているものとの

ほかに、所管施設調査として、環境クリーンセンター・一般廃棄物最終処分場・ノー

ザンフロンティア発電所の現地調査も行いました。

ら導入した「江別市パートナーシップ宣誓制度」について報告を

受け、利用可能な行政サービスのメニューの検討と、申請時におけるプライバシー保護へ

の十分な配慮を求めました。 

新型コロナウイルスワクチン接種事業について

況と４回目追加接種の概要、事業費の補正について報告を受けました。

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、困難に直

住民税非課税世帯等や子育て世帯への臨時特別給付金の支給についてのほか、物価
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活動報告 

副委員長：芳賀 理己 

妙子・佐々木 聖子・清水

生活環境部・健康福祉部・消防本部・市立病院

主な市の事業

の地方公営企業法の一部適用から事業管理者を新たに設置する等の全部

用への移行に係る条例改正などについて審査及び結審を行いました。

病院事業経営状況について、患者数及び診療収益の状況・医業費用の状況・収支の状

況・病床利用率について説明を受け質疑を行い、また、新型コロナウイルス病床の稼働状

経営評価委員会については、議事の説明を受け、経営再建に向けた「ロードマップ」

の主要な取組項目についての進捗状況などを質疑しました。引き続き、経過を注視してま

年度医療情報システムの更新についてや資本金の額の減少については、

新たな経営体制（地方公営企業法の全部適用）の下で解消すべき累積欠損金の規模を明確

化するとともに、病院経営における収支構造の見える化を図るためとの説明を受け、質疑

環境クリーンセンター延命化工事請負契約の締結についての報告を受け、一般競争入

札の考え方などについて質疑がありました。 

また、環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業の実施状況については、

特段の問題はなく、安定的な運営管理がなされているものとの

ほかに、所管施設調査として、環境クリーンセンター・一般廃棄物最終処分場・ノー

ザンフロンティア発電所の現地調査も行いました。

ら導入した「江別市パートナーシップ宣誓制度」について報告を

受け、利用可能な行政サービスのメニューの検討と、申請時におけるプライバシー保護へ

新型コロナウイルスワクチン接種事業について

況と４回目追加接種の概要、事業費の補正について報告を受けました。

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、困難に直

住民税非課税世帯等や子育て世帯への臨時特別給付金の支給についてのほか、物価

 

聖子・清水 直幸・鈴木

生活環境部・健康福祉部・消防本部・市立病院 

主な市の事業 

の地方公営企業法の一部適用から事業管理者を新たに設置する等の全部

用への移行に係る条例改正などについて審査及び結審を行いました。

病院事業経営状況について、患者数及び診療収益の状況・医業費用の状況・収支の状

況・病床利用率について説明を受け質疑を行い、また、新型コロナウイルス病床の稼働状

経営評価委員会については、議事の説明を受け、経営再建に向けた「ロードマップ」

の主要な取組項目についての進捗状況などを質疑しました。引き続き、経過を注視してま

年度医療情報システムの更新についてや資本金の額の減少については、

新たな経営体制（地方公営企業法の全部適用）の下で解消すべき累積欠損金の規模を明確

化するとともに、病院経営における収支構造の見える化を図るためとの説明を受け、質疑

環境クリーンセンター延命化工事請負契約の締結についての報告を受け、一般競争入

また、環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業の実施状況については、

特段の問題はなく、安定的な運営管理がなされているものとの

ほかに、所管施設調査として、環境クリーンセンター・一般廃棄物最終処分場・ノー

ザンフロンティア発電所の現地調査も行いました。 

ら導入した「江別市パートナーシップ宣誓制度」について報告を

受け、利用可能な行政サービスのメニューの検討と、申請時におけるプライバシー保護へ

新型コロナウイルスワクチン接種事業について、６月、８月の委員会において接種状

況と４回目追加接種の概要、事業費の補正について報告を受けました。

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、困難に直

住民税非課税世帯等や子育て世帯への臨時特別給付金の支給についてのほか、物価

直幸・鈴木 

の地方公営企業法の一部適用から事業管理者を新たに設置する等の全部

用への移行に係る条例改正などについて審査及び結審を行いました。

病院事業経営状況について、患者数及び診療収益の状況・医業費用の状況・収支の状

況・病床利用率について説明を受け質疑を行い、また、新型コロナウイルス病床の稼働状

経営評価委員会については、議事の説明を受け、経営再建に向けた「ロードマップ」

の主要な取組項目についての進捗状況などを質疑しました。引き続き、経過を注視してま

年度医療情報システムの更新についてや資本金の額の減少については、

新たな経営体制（地方公営企業法の全部適用）の下で解消すべき累積欠損金の規模を明確

化するとともに、病院経営における収支構造の見える化を図るためとの説明を受け、質疑

環境クリーンセンター延命化工事請負契約の締結についての報告を受け、一般競争入

また、環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業の実施状況については、

特段の問題はなく、安定的な運営管理がなされているものとの報告がありました。

ほかに、所管施設調査として、環境クリーンセンター・一般廃棄物最終処分場・ノー

ら導入した「江別市パートナーシップ宣誓制度」について報告を

受け、利用可能な行政サービスのメニューの検討と、申請時におけるプライバシー保護へ

、６月、８月の委員会において接種状

況と４回目追加接種の概要、事業費の補正について報告を受けました。

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、困難に直面した方々に支給される

住民税非課税世帯等や子育て世帯への臨時特別給付金の支給についてのほか、物価

 誠・吉本 和子

の地方公営企業法の一部適用から事業管理者を新たに設置する等の全部

用への移行に係る条例改正などについて審査及び結審を行いました。 

病院事業経営状況について、患者数及び診療収益の状況・医業費用の状況・収支の状

況・病床利用率について説明を受け質疑を行い、また、新型コロナウイルス病床の稼働状

経営評価委員会については、議事の説明を受け、経営再建に向けた「ロードマップ」

の主要な取組項目についての進捗状況などを質疑しました。引き続き、経過を注視してま

年度医療情報システムの更新についてや資本金の額の減少については、

新たな経営体制（地方公営企業法の全部適用）の下で解消すべき累積欠損金の規模を明確

化するとともに、病院経営における収支構造の見える化を図るためとの説明を受け、質疑

環境クリーンセンター延命化工事請負契約の締結についての報告を受け、一般競争入

また、環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業の実施状況については、

報告がありました。

ほかに、所管施設調査として、環境クリーンセンター・一般廃棄物最終処分場・ノー

ら導入した「江別市パートナーシップ宣誓制度」について報告を

受け、利用可能な行政サービスのメニューの検討と、申請時におけるプライバシー保護へ

、６月、８月の委員会において接種状

況と４回目追加接種の概要、事業費の補正について報告を受けました。 

面した方々に支給される

住民税非課税世帯等や子育て世帯への臨時特別給付金の支給についてのほか、物価

 

和子 

の地方公営企業法の一部適用から事業管理者を新たに設置する等の全部適

病院事業経営状況について、患者数及び診療収益の状況・医業費用の状況・収支の状

況・病床利用率について説明を受け質疑を行い、また、新型コロナウイルス病床の稼働状

経営評価委員会については、議事の説明を受け、経営再建に向けた「ロードマップ」

の主要な取組項目についての進捗状況などを質疑しました。引き続き、経過を注視してま

年度医療情報システムの更新についてや資本金の額の減少については、

新たな経営体制（地方公営企業法の全部適用）の下で解消すべき累積欠損金の規模を明確

化するとともに、病院経営における収支構造の見える化を図るためとの説明を受け、質疑

環境クリーンセンター延命化工事請負契約の締結についての報告を受け、一般競争入

また、環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業の実施状況については、

報告がありました。 

ほかに、所管施設調査として、環境クリーンセンター・一般廃棄物最終処分場・ノー 

ら導入した「江別市パートナーシップ宣誓制度」について報告を 

受け、利用可能な行政サービスのメニューの検討と、申請時におけるプライバシー保護へ

、６月、８月の委員会において接種状

面した方々に支給される

住民税非課税世帯等や子育て世帯への臨時特別給付金の支給についてのほか、物価高騰対

 

年度医療情報システムの更新についてや資本金の額の減少については、
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策として、生活保護世帯等支援給付金について報告があり、対象者の把握や支給方法など

について質疑がありました。 

放課後児童クラブの開設については、令和４年４月１日開設の大麻泉小学校区（大麻

泉小学校敷地内管理住宅）の運営団体が決定したこと、また、８月の委員会では野幌若葉

小学校区の新たな放課後児童クラブ開設に向けた施設整備等について、開設予定は令和５

年４月１日となったほか、施設整備の概要・運営団体の選定、スケジュール等について報

告を受けました。 

 

  ■消防本部 

令和３年江別市災害・救急概況について、火災、救助、警戒、風水害等自然災害、救 

急支援と救急概況についての報告があり、委員会では、新型コロナウイルス感染症に係る

医療機関の選定困難事案について、災害レベルの大雪による状況や対策についての質疑が

なされました。 

ほかに、所管調査として、河川防災ステーションにおいて、水難救助訓練の視察を行

いました。 

 

 ■陳情及び請願審査 

  委員会に付託された陳情３件のうち、「江別市立病院の経営改善に係る陳情」は、陳

情者の意見陳述を受けたほか、「新型コロナウイルスワクチン接種に係る陳情」２件につ

いては、健康福祉部からの説明を受けるなどした後、それぞれ審査した結果、いずれも多

数をもって不採択とすべきものと決しました。 

  請願については、「高齢者の交通費助成を求める請願」と「子ども医療費助成の拡充

を求める請願」について、それぞれ意見陳述を受け、健康福祉部から説明を受けるなどし

た後、それぞれ審査した結果、いずれも多数をもって趣旨採択とすべきものと決しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   経済建設常任委員会の

１．経済建設常任委員会の概要

  ・定数

  ・任期

   委員長：高間

   委

              

  ・所管部署

   経済部・建設部・農業委員会・水道部

 

２．経済建設常任委員会の所管に係る

 ■新型コロナウイルス感染症防止対策

 

拡大防止に向け、新型インフルエンザ等対策特別措置法による時短要請等に協力

した事業者に、支援金をすみやかに支給することを決定しました。

 

 ■除排雪事業

ｍ、積雪量は

深においては、過去５年平均と比較して約２

更新）となり、市民生活や社会経済活動に甚大な影響をもたらすことと

た。当委員会においては、除排雪の状況分析や今後の対応について、各委員から

5項目

て

 

 ■農作物生育状況調査

では、春まき小麦春よ恋の調査を、篠津地区においては、水稲及びきゅうりの調

査を実施しました。

が散見されましたが、生産量は平年並みに推移しているとのことでした。ま

収量を増加させるための方策として、倒れにくい春まき小麦の新品種候補の試験

栽培も行われていました。

たため、おおむね平年どおりに生育しているとのことです。

験栽培にも取り組んでいるとのことでした。

て地球温暖化への対処として、低コスト複合環境制御技術の試験導入を行い、将

来的な施設園芸における省力化や高収益化に取り組んでいるとの説明を受けまし

た。

 

経済建設常任委員会の

経済建設常任委員会の概要

・定数 ８人

・任期 ２年

委員長：高間

委 員：石田

              本間

・所管部署 

経済部・建設部・農業委員会・水道部

経済建設常任委員会の所管に係る

■新型コロナウイルス感染症防止対策

 国におけるまん延防止等重点措置の適用を踏まえ、新型コロナウイルス感染症

拡大防止に向け、新型インフルエンザ等対策特別措置法による時短要請等に協力

した事業者に、支援金をすみやかに支給することを決定しました。

■除排雪事業 

令和３年度は記録的な豪雪となり、令和４年２月７日現在の累計降雪量は

ｍ、積雪量は

深においては、過去５年平均と比較して約２

更新）となり、市民生活や社会経済活動に甚大な影響をもたらすことと

た。当委員会においては、除排雪の状況分析や今後の対応について、各委員から

項目59件の質疑項目を市長部局に提出し、４月以降の委員会において議論を重ね

ているところであります。

■農作物生育状況調査

令和４年７月

では、春まき小麦春よ恋の調査を、篠津地区においては、水稲及びきゅうりの調

査を実施しました。

春まき小麦の春よ恋については、少雨の影響により、生育にむらが生じた圃場

が散見されましたが、生産量は平年並みに推移しているとのことでした。ま

収量を増加させるための方策として、倒れにくい春まき小麦の新品種候補の試験

栽培も行われていました。

水稲は、６月中旬の低温の影響を受けましたが、その後は気温の高い日が続い

たため、おおむね平年どおりに生育しているとのことです。

また、空知地方を中心に普及している直播栽培の専用品種の種を取り寄せ、試

験栽培にも取り組んでいるとのことでした。

きゅうりをはじめとする施設園芸の課題である、経費の増加や人手不足、そし

て地球温暖化への対処として、低コスト複合環境制御技術の試験導入を行い、将

来的な施設園芸における省力化や高収益化に取り組んでいるとの説明を受けまし

た。 

経済建設常任委員会の

経済建設常任委員会の概要

８人 

２年  

委員長：高間 専逸  

：石田 武史・齊藤

本間 憲一 

経済部・建設部・農業委員会・水道部

経済建設常任委員会の所管に係る

■新型コロナウイルス感染症防止対策

国におけるまん延防止等重点措置の適用を踏まえ、新型コロナウイルス感染症

拡大防止に向け、新型インフルエンザ等対策特別措置法による時短要請等に協力

した事業者に、支援金をすみやかに支給することを決定しました。

令和３年度は記録的な豪雪となり、令和４年２月７日現在の累計降雪量は

ｍ、積雪量は164ｃｍとなりました。令和４年２月５日から７日までの大雪で積雪

深においては、過去５年平均と比較して約２

更新）となり、市民生活や社会経済活動に甚大な影響をもたらすことと

た。当委員会においては、除排雪の状況分析や今後の対応について、各委員から

の質疑項目を市長部局に提出し、４月以降の委員会において議論を重ね

いるところであります。

■農作物生育状況調査 

令和４年７月21日に石狩農業改良普及センタ－の御協力をいただき、八幡地区

では、春まき小麦春よ恋の調査を、篠津地区においては、水稲及びきゅうりの調

査を実施しました。 

春まき小麦の春よ恋については、少雨の影響により、生育にむらが生じた圃場

が散見されましたが、生産量は平年並みに推移しているとのことでした。ま

収量を増加させるための方策として、倒れにくい春まき小麦の新品種候補の試験

栽培も行われていました。

水稲は、６月中旬の低温の影響を受けましたが、その後は気温の高い日が続い

たため、おおむね平年どおりに生育しているとのことです。

また、空知地方を中心に普及している直播栽培の専用品種の種を取り寄せ、試

験栽培にも取り組んでいるとのことでした。

きゅうりをはじめとする施設園芸の課題である、経費の増加や人手不足、そし

て地球温暖化への対処として、低コスト複合環境制御技術の試験導入を行い、将

来的な施設園芸における省力化や高収益化に取り組んでいるとの説明を受けまし

経済建設常任委員会の活動

経済建設常任委員会の概要 

  副委員長：徳田

武史・齊藤 佐知子・島田

経済部・建設部・農業委員会・水道部

経済建設常任委員会の所管に係る主な市の事業

■新型コロナウイルス感染症防止対策

国におけるまん延防止等重点措置の適用を踏まえ、新型コロナウイルス感染症

拡大防止に向け、新型インフルエンザ等対策特別措置法による時短要請等に協力

した事業者に、支援金をすみやかに支給することを決定しました。

令和３年度は記録的な豪雪となり、令和４年２月７日現在の累計降雪量は

ｃｍとなりました。令和４年２月５日から７日までの大雪で積雪

深においては、過去５年平均と比較して約２

更新）となり、市民生活や社会経済活動に甚大な影響をもたらすことと

た。当委員会においては、除排雪の状況分析や今後の対応について、各委員から

の質疑項目を市長部局に提出し、４月以降の委員会において議論を重ね

いるところであります。 

日に石狩農業改良普及センタ－の御協力をいただき、八幡地区

では、春まき小麦春よ恋の調査を、篠津地区においては、水稲及びきゅうりの調

春まき小麦の春よ恋については、少雨の影響により、生育にむらが生じた圃場

が散見されましたが、生産量は平年並みに推移しているとのことでした。ま

収量を増加させるための方策として、倒れにくい春まき小麦の新品種候補の試験

栽培も行われていました。 

水稲は、６月中旬の低温の影響を受けましたが、その後は気温の高い日が続い

たため、おおむね平年どおりに生育しているとのことです。

また、空知地方を中心に普及している直播栽培の専用品種の種を取り寄せ、試

験栽培にも取り組んでいるとのことでした。

きゅうりをはじめとする施設園芸の課題である、経費の増加や人手不足、そし

て地球温暖化への対処として、低コスト複合環境制御技術の試験導入を行い、将

来的な施設園芸における省力化や高収益化に取り組んでいるとの説明を受けまし

8 

活動報告 

副委員長：徳田 哲 

佐知子・島田 泰美・高橋

経済部・建設部・農業委員会・水道部 

主な市の事業

■新型コロナウイルス感染症防止対策 

国におけるまん延防止等重点措置の適用を踏まえ、新型コロナウイルス感染症

拡大防止に向け、新型インフルエンザ等対策特別措置法による時短要請等に協力

した事業者に、支援金をすみやかに支給することを決定しました。

令和３年度は記録的な豪雪となり、令和４年２月７日現在の累計降雪量は

ｃｍとなりました。令和４年２月５日から７日までの大雪で積雪

深においては、過去５年平均と比較して約２.

更新）となり、市民生活や社会経済活動に甚大な影響をもたらすことと

た。当委員会においては、除排雪の状況分析や今後の対応について、各委員から

の質疑項目を市長部局に提出し、４月以降の委員会において議論を重ね

日に石狩農業改良普及センタ－の御協力をいただき、八幡地区

では、春まき小麦春よ恋の調査を、篠津地区においては、水稲及びきゅうりの調

春まき小麦の春よ恋については、少雨の影響により、生育にむらが生じた圃場

が散見されましたが、生産量は平年並みに推移しているとのことでした。ま

収量を増加させるための方策として、倒れにくい春まき小麦の新品種候補の試験

水稲は、６月中旬の低温の影響を受けましたが、その後は気温の高い日が続い

たため、おおむね平年どおりに生育しているとのことです。

また、空知地方を中心に普及している直播栽培の専用品種の種を取り寄せ、試

験栽培にも取り組んでいるとのことでした。 

きゅうりをはじめとする施設園芸の課題である、経費の増加や人手不足、そし

て地球温暖化への対処として、低コスト複合環境制御技術の試験導入を行い、将

来的な施設園芸における省力化や高収益化に取り組んでいるとの説明を受けまし

 

泰美・高橋 典子・干場

主な市の事業 

国におけるまん延防止等重点措置の適用を踏まえ、新型コロナウイルス感染症

拡大防止に向け、新型インフルエンザ等対策特別措置法による時短要請等に協力

した事業者に、支援金をすみやかに支給することを決定しました。

令和３年度は記録的な豪雪となり、令和４年２月７日現在の累計降雪量は

ｃｍとなりました。令和４年２月５日から７日までの大雪で積雪

.６倍の172ｃｍ（観測史上最大値を

更新）となり、市民生活や社会経済活動に甚大な影響をもたらすことと

た。当委員会においては、除排雪の状況分析や今後の対応について、各委員から

の質疑項目を市長部局に提出し、４月以降の委員会において議論を重ね

日に石狩農業改良普及センタ－の御協力をいただき、八幡地区

では、春まき小麦春よ恋の調査を、篠津地区においては、水稲及びきゅうりの調

春まき小麦の春よ恋については、少雨の影響により、生育にむらが生じた圃場

が散見されましたが、生産量は平年並みに推移しているとのことでした。ま

収量を増加させるための方策として、倒れにくい春まき小麦の新品種候補の試験

水稲は、６月中旬の低温の影響を受けましたが、その後は気温の高い日が続い

たため、おおむね平年どおりに生育しているとのことです。

また、空知地方を中心に普及している直播栽培の専用品種の種を取り寄せ、試

 

きゅうりをはじめとする施設園芸の課題である、経費の増加や人手不足、そし

て地球温暖化への対処として、低コスト複合環境制御技術の試験導入を行い、将

来的な施設園芸における省力化や高収益化に取り組んでいるとの説明を受けまし

典子・干場 

国におけるまん延防止等重点措置の適用を踏まえ、新型コロナウイルス感染症

拡大防止に向け、新型インフルエンザ等対策特別措置法による時短要請等に協力

した事業者に、支援金をすみやかに支給することを決定しました。 

令和３年度は記録的な豪雪となり、令和４年２月７日現在の累計降雪量は

ｃｍとなりました。令和４年２月５日から７日までの大雪で積雪

ｃｍ（観測史上最大値を

更新）となり、市民生活や社会経済活動に甚大な影響をもたらすことと

た。当委員会においては、除排雪の状況分析や今後の対応について、各委員から

の質疑項目を市長部局に提出し、４月以降の委員会において議論を重ね

日に石狩農業改良普及センタ－の御協力をいただき、八幡地区

では、春まき小麦春よ恋の調査を、篠津地区においては、水稲及びきゅうりの調

春まき小麦の春よ恋については、少雨の影響により、生育にむらが生じた圃場

が散見されましたが、生産量は平年並みに推移しているとのことでした。ま

収量を増加させるための方策として、倒れにくい春まき小麦の新品種候補の試験

水稲は、６月中旬の低温の影響を受けましたが、その後は気温の高い日が続い

たため、おおむね平年どおりに生育しているとのことです。 

また、空知地方を中心に普及している直播栽培の専用品種の種を取り寄せ、試

きゅうりをはじめとする施設園芸の課題である、経費の増加や人手不足、そし

て地球温暖化への対処として、低コスト複合環境制御技術の試験導入を行い、将

来的な施設園芸における省力化や高収益化に取り組んでいるとの説明を受けまし

 芳子 

国におけるまん延防止等重点措置の適用を踏まえ、新型コロナウイルス感染症

拡大防止に向け、新型インフルエンザ等対策特別措置法による時短要請等に協力

 

令和３年度は記録的な豪雪となり、令和４年２月７日現在の累計降雪量は509

ｃｍとなりました。令和４年２月５日から７日までの大雪で積雪

ｃｍ（観測史上最大値を

更新）となり、市民生活や社会経済活動に甚大な影響をもたらすこととなりまし

た。当委員会においては、除排雪の状況分析や今後の対応について、各委員から

の質疑項目を市長部局に提出し、４月以降の委員会において議論を重ね

日に石狩農業改良普及センタ－の御協力をいただき、八幡地区

では、春まき小麦春よ恋の調査を、篠津地区においては、水稲及びきゅうりの調

春まき小麦の春よ恋については、少雨の影響により、生育にむらが生じた圃場

が散見されましたが、生産量は平年並みに推移しているとのことでした。また、

収量を増加させるための方策として、倒れにくい春まき小麦の新品種候補の試験

水稲は、６月中旬の低温の影響を受けましたが、その後は気温の高い日が続い

また、空知地方を中心に普及している直播栽培の専用品種の種を取り寄せ、試

きゅうりをはじめとする施設園芸の課題である、経費の増加や人手不足、そし

て地球温暖化への対処として、低コスト複合環境制御技術の試験導入を行い、将

来的な施設園芸における省力化や高収益化に取り組んでいるとの説明を受けまし

 

国におけるまん延防止等重点措置の適用を踏まえ、新型コロナウイルス感染症

拡大防止に向け、新型インフルエンザ等対策特別措置法による時短要請等に協力

509ｃ

ｃｍとなりました。令和４年２月５日から７日までの大雪で積雪

ｃｍ（観測史上最大値を

なりまし

た。当委員会においては、除排雪の状況分析や今後の対応について、各委員から1

の質疑項目を市長部局に提出し、４月以降の委員会において議論を重ね

日に石狩農業改良普及センタ－の御協力をいただき、八幡地区

では、春まき小麦春よ恋の調査を、篠津地区においては、水稲及びきゅうりの調

春まき小麦の春よ恋については、少雨の影響により、生育にむらが生じた圃場

た、

収量を増加させるための方策として、倒れにくい春まき小麦の新品種候補の試験

水稲は、６月中旬の低温の影響を受けましたが、その後は気温の高い日が続い

また、空知地方を中心に普及している直播栽培の専用品種の種を取り寄せ、試

きゅうりをはじめとする施設園芸の課題である、経費の増加や人手不足、そし

て地球温暖化への対処として、低コスト複合環境制御技術の試験導入を行い、将

来的な施設園芸における省力化や高収益化に取り組んでいるとの説明を受けまし

 



 

   予算決算常任委員会の活動報告

１．予算決算常任委員会の概要

 ・定数

 ・任期

    委員長：清水

        委

        

 ・所管事項

 

２．予算決算常任委員会の主な活動状況

   議会では、これまで予算と決算の審査は、特別委員会を設置し、審査を行ってきま

したが、

員会(

こととなりました。これに

可能になり、議会のチェック機能がより効率的に発揮されるとともに、税金の使い道

を決める予算の審査や、正しく税金が使われたかを見る決算の審査について、市民

線でしっかりと審査する仕組みになっています。

令和４年に江別市議会定例会に提案された案件のうち、予算及び審査した予算と決

算に関する主なものは、以下のとおりです。

 

・第１回定例会

         

         

         

         

         

         

・第２回定例会

         

・第３回定例会

         

         

         

         

       

         

 

   ＊特別会計：国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、

      

   ＊企業会計：水道事業会計、下水道事業会計、病院事業会計

予算決算常任委員会の活動報告

予算決算常任委員会の概要

・定数 １２人

・任期 ２年 

委員長：清水

委 員：石田

        佐藤

所管事項 予算、決算及びこれに関連する事項

予算決算常任委員会の主な活動状況

議会では、これまで予算と決算の審査は、特別委員会を設置し、審査を行ってきま

したが、令和２年からは、予算決算常任委員会を新たに設置し、他のすべての常任委

(総務文教、生活福祉、経済建設

こととなりました。これに

可能になり、議会のチェック機能がより効率的に発揮されるとともに、税金の使い道

を決める予算の審査や、正しく税金が使われたかを見る決算の審査について、市民

線でしっかりと審査する仕組みになっています。

令和４年に江別市議会定例会に提案された案件のうち、予算及び審査した予算と決

算に関する主なものは、以下のとおりです。

・第１回定例会（３月）

         

         

         

         

         

         

・第２回定例会（６月）

         

・第３回定例会（９月）

         

         

         

         

        （

         

＊特別会計：国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、

         

＊企業会計：水道事業会計、下水道事業会計、病院事業会計

予算決算常任委員会の活動報告

予算決算常任委員会の概要

１２人 

  

委員長：清水 直幸  

石田 武史・猪股

佐藤 美佐子・

予算、決算及びこれに関連する事項

予算決算常任委員会の主な活動状況

議会では、これまで予算と決算の審査は、特別委員会を設置し、審査を行ってきま

令和２年からは、予算決算常任委員会を新たに設置し、他のすべての常任委

総務文教、生活福祉、経済建設

こととなりました。これに

可能になり、議会のチェック機能がより効率的に発揮されるとともに、税金の使い道

を決める予算の審査や、正しく税金が使われたかを見る決算の審査について、市民

線でしっかりと審査する仕組みになっています。

令和４年に江別市議会定例会に提案された案件のうち、予算及び審査した予算と決

算に関する主なものは、以下のとおりです。

（３月）  

         令和４年度一般会計予算・特別会計予算・企業会計予算＊

         令和３年度一般会計補正予算（第７号、第８号）

         令和３年度国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

         令和３年度基本財産基金運用特別会計補正予算（

         令和３年度水道事業会計補正予算（第２号）

         令和３年度下水道事業会計補正予算（第

（６月）  

         令和４年度一般会計補正予算（第１号、第２号）

（９月）  

         令和４年度一般会計補正予算（第３号）

         令和４年度国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

         令和４年度介護保険特別会計補正予算（第１号）

         令和３年度企業会計決算

（10月）  

         令和３年度一般会計

＊特別会計：国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、

 基本財産基金運用特別会計

＊企業会計：水道事業会計、下水道事業会計、病院事業会計

予算決算常任委員会の活動報告

予算決算常任委員会の概要 

  副委員長：内山

武史・猪股 美香・裏

・鈴木 誠・角田

予算、決算及びこれに関連する事項

予算決算常任委員会の主な活動状況

議会では、これまで予算と決算の審査は、特別委員会を設置し、審査を行ってきま

令和２年からは、予算決算常任委員会を新たに設置し、他のすべての常任委

総務文教、生活福祉、経済建設)

こととなりました。これにより、１年を

可能になり、議会のチェック機能がより効率的に発揮されるとともに、税金の使い道

を決める予算の審査や、正しく税金が使われたかを見る決算の審査について、市民

線でしっかりと審査する仕組みになっています。

令和４年に江別市議会定例会に提案された案件のうち、予算及び審査した予算と決

算に関する主なものは、以下のとおりです。

 

令和４年度一般会計予算・特別会計予算・企業会計予算＊

令和３年度一般会計補正予算（第７号、第８号）

令和３年度国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

令和３年度基本財産基金運用特別会計補正予算（

令和３年度水道事業会計補正予算（第２号）

令和３年度下水道事業会計補正予算（第

 

令和４年度一般会計補正予算（第１号、第２号）

 

令和４年度一般会計補正予算（第３号）

年度国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

令和４年度介護保険特別会計補正予算（第１号）

令和３年度企業会計決算

 

年度一般会計決算

＊特別会計：国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、

基本財産基金運用特別会計

＊企業会計：水道事業会計、下水道事業会計、病院事業会計

9 

予算決算常任委員会の活動報告  

副委員長：内山 祥弘

美香・裏 君子・奥野

誠・角田 一・芳賀

予算、決算及びこれに関連する事項

予算決算常任委員会の主な活動状況 

議会では、これまで予算と決算の審査は、特別委員会を設置し、審査を行ってきま

令和２年からは、予算決算常任委員会を新たに設置し、他のすべての常任委

)所管の予算と決算について、一括して審査する

、１年を通して、予算から決算まで、一体的な審査が

可能になり、議会のチェック機能がより効率的に発揮されるとともに、税金の使い道

を決める予算の審査や、正しく税金が使われたかを見る決算の審査について、市民

線でしっかりと審査する仕組みになっています。

令和４年に江別市議会定例会に提案された案件のうち、予算及び審査した予算と決

算に関する主なものは、以下のとおりです。 

令和４年度一般会計予算・特別会計予算・企業会計予算＊

令和３年度一般会計補正予算（第７号、第８号）

令和３年度国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

令和３年度基本財産基金運用特別会計補正予算（

令和３年度水道事業会計補正予算（第２号）

令和３年度下水道事業会計補正予算（第

令和４年度一般会計補正予算（第１号、第２号）

令和４年度一般会計補正予算（第３号）

年度国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

令和４年度介護保険特別会計補正予算（第１号）

令和３年度企業会計決算        

決算・特別会計決算

＊特別会計：国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、

基本財産基金運用特別会計 

＊企業会計：水道事業会計、下水道事業会計、病院事業会計

 

   

祥弘 

君子・奥野 妙子・佐々木

一・芳賀 理己・吉本

予算、決算及びこれに関連する事項 

議会では、これまで予算と決算の審査は、特別委員会を設置し、審査を行ってきま

令和２年からは、予算決算常任委員会を新たに設置し、他のすべての常任委

の予算と決算について、一括して審査する

、予算から決算まで、一体的な審査が

可能になり、議会のチェック機能がより効率的に発揮されるとともに、税金の使い道

を決める予算の審査や、正しく税金が使われたかを見る決算の審査について、市民

線でしっかりと審査する仕組みになっています。     

令和４年に江別市議会定例会に提案された案件のうち、予算及び審査した予算と決

令和４年度一般会計予算・特別会計予算・企業会計予算＊

令和３年度一般会計補正予算（第７号、第８号）

令和３年度国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

令和３年度基本財産基金運用特別会計補正予算（

令和３年度水道事業会計補正予算（第２号）

令和３年度下水道事業会計補正予算（第１

令和４年度一般会計補正予算（第１号、第２号）

令和４年度一般会計補正予算（第３号）   

年度国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

令和４年度介護保険特別会計補正予算（第１号）

         

・特別会計決算＊

＊特別会計：国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、

＊企業会計：水道事業会計、下水道事業会計、病院事業会計

妙子・佐々木 聖子

理己・吉本 和子

議会では、これまで予算と決算の審査は、特別委員会を設置し、審査を行ってきま

令和２年からは、予算決算常任委員会を新たに設置し、他のすべての常任委

の予算と決算について、一括して審査する

、予算から決算まで、一体的な審査が

可能になり、議会のチェック機能がより効率的に発揮されるとともに、税金の使い道

を決める予算の審査や、正しく税金が使われたかを見る決算の審査について、市民

 

令和４年に江別市議会定例会に提案された案件のうち、予算及び審査した予算と決

令和４年度一般会計予算・特別会計予算・企業会計予算＊

令和３年度一般会計補正予算（第７号、第８号）  

令和３年度国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

令和３年度基本財産基金運用特別会計補正予算（第１号

令和３年度水道事業会計補正予算（第２号） 

１号） 

令和４年度一般会計補正予算（第１号、第２号） 

    

年度国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

令和４年度介護保険特別会計補正予算（第１号）        

＊  

＊特別会計：国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、

＊企業会計：水道事業会計、下水道事業会計、病院事業会計  

聖子 

和子 

議会では、これまで予算と決算の審査は、特別委員会を設置し、審査を行ってきま

令和２年からは、予算決算常任委員会を新たに設置し、他のすべての常任委

の予算と決算について、一括して審査する

、予算から決算まで、一体的な審査が

可能になり、議会のチェック機能がより効率的に発揮されるとともに、税金の使い道

を決める予算の審査や、正しく税金が使われたかを見る決算の審査について、市民

令和４年に江別市議会定例会に提案された案件のうち、予算及び審査した予算と決

令和４年度一般会計予算・特別会計予算・企業会計予算＊ 

 

令和３年度国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

第１号） 

年度国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

        

＊特別会計：国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、

 

議会では、これまで予算と決算の審査は、特別委員会を設置し、審査を行ってきま

令和２年からは、予算決算常任委員会を新たに設置し、他のすべての常任委

の予算と決算について、一括して審査する

、予算から決算まで、一体的な審査が

可能になり、議会のチェック機能がより効率的に発揮されるとともに、税金の使い道

を決める予算の審査や、正しく税金が使われたかを見る決算の審査について、市民目

令和４年に江別市議会定例会に提案された案件のうち、予算及び審査した予算と決

＊特別会計：国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、 

 



 

１．議会広報広聴委員会の概要

 ・定数

 ・任期

    委員長：徳田

        委

   ・所管事項

 

２．主な活動内容

  ■えべつ市議会だよりの発行

の配布のほか、市議会ホームページで公開するとと

ー・市民会館等で配布しています。

いました。今後も議会活動を分かりやすくお伝えできるよう努力してまいります。

 

  ■広報の取組

 

口と市民会館のデジタルサイネージ（電子看板）を活用し、定例会の日程の告知を行っ

ております。

 

  ■広聴の取組

 

ます。また、令和４年１月には、市民と議会の集いをよりよいものとするため

ンケートを実施しました。いただいた御意見は、本年の市民と議会の集いの開催の参考

とさせていただきました。

 

  ■市民と議会の集い

   

まいりました。本年は、テーマを「雪対策について」と設定し、ワークショップ形式で

意見交換を行うとともに、市政全般の課題についても広く御意見を伺う形とし、広聴に

重点を置いた開催

告として、議会から市長に届けます。さらに、意見交換の中で重要な課題と考えられる

ものにつきましては、各所管の常任委員会で取り上げ、議論していく予定です。

 

も公開しています。また、議会活動を広く知っていただくための取組として、各委員長

による活動報告の動画配信も行います。

議会広報広聴議会広報広聴議会広報広聴議会広報広聴

議会広報広聴委員会の概要

・定数 ９人 

・任期 ２年 

委員長：徳田

委 員：稲守

   干場

・所管事項 

主な活動内容

■えべつ市議会だよりの発行

議会活動をお知らせする広報誌として、えべつ市議会だよりを年４回発行し、各戸へ

の配布のほか、市議会ホームページで公開するとと

ー・市民会館等で配布しています。

より充実した広報誌を目指し、令和元年

いました。今後も議会活動を分かりやすくお伝えできるよう努力してまいります。

■広報の取組 

 議会フェイスブックから議会の活動を発信しているほか、市役所本庁舎戸籍住民課窓

口と市民会館のデジタルサイネージ（電子看板）を活用し、定例会の日程の告知を行っ

ております。

■広聴の取組 

 本会議を傍聴された皆様に議会傍聴についてのアンケートに御協力をいただいており

ます。また、令和４年１月には、市民と議会の集いをよりよいものとするため

ンケートを実施しました。いただいた御意見は、本年の市民と議会の集いの開催の参考

とさせていただきました。

■市民と議会の集い

   議会活動の報告と市民との意見交換を目的に、これまで様々な形式での開催を重ねて

まいりました。本年は、テーマを「雪対策について」と設定し、ワークショップ形式で

意見交換を行うとともに、市政全般の課題についても広く御意見を伺う形とし、広聴に

重点を置いた開催

告として、議会から市長に届けます。さらに、意見交換の中で重要な課題と考えられる

ものにつきましては、各所管の常任委員会で取り上げ、議論していく予定です。

 各委員会の活動報告については、当日配布資料に記載しているほか、ホームページで

も公開しています。また、議会活動を広く知っていただくための取組として、各委員長

による活動報告の動画配信も行います。

議会広報広聴議会広報広聴議会広報広聴議会広報広聴委員会の委員会の委員会の委員会の

議会広報広聴委員会の概要

 

  

委員長：徳田 哲  副委員長：三角

稲守 耕司・猪股

干場 芳子 

 議会の広報及び広聴に関すること

主な活動内容 

■えべつ市議会だよりの発行

議会活動をお知らせする広報誌として、えべつ市議会だよりを年４回発行し、各戸へ

の配布のほか、市議会ホームページで公開するとと

ー・市民会館等で配布しています。

より充実した広報誌を目指し、令和元年

いました。今後も議会活動を分かりやすくお伝えできるよう努力してまいります。

議会フェイスブックから議会の活動を発信しているほか、市役所本庁舎戸籍住民課窓

口と市民会館のデジタルサイネージ（電子看板）を活用し、定例会の日程の告知を行っ

ております。 

本会議を傍聴された皆様に議会傍聴についてのアンケートに御協力をいただいており

ます。また、令和４年１月には、市民と議会の集いをよりよいものとするため

ンケートを実施しました。いただいた御意見は、本年の市民と議会の集いの開催の参考

とさせていただきました。
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議会活動の報告と市民との意見交換を目的に、これまで様々な形式での開催を重ねて
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意見交換を行うとともに、市政全般の課題についても広く御意見を伺う形とし、広聴に

重点を置いた開催といたしました。今回は開催後、皆様からいただいた御意見を開催報

告として、議会から市長に届けます。さらに、意見交換の中で重要な課題と考えられる

ものにつきましては、各所管の常任委員会で取り上げ、議論していく予定です。

各委員会の活動報告については、当日配布資料に記載しているほか、ホームページで

も公開しています。また、議会活動を広く知っていただくための取組として、各委員長

による活動報告の動画配信も行います。
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次回定例会のご案内次回定例会のご案内次回定例会のご案内次回定例会のご案内    

１１月２５日／金曜日  令和４年第４回定例会初日 

１１月２８日／月曜日  （常任委員会開催予定） 

１１月２９日／火曜日  （常任委員会開催予定） 

１１月３０日／水曜日  （常任委員会開催予定） 

１２月 １日／木曜日  （常任委員会開催予定） 

１２月 ２日／金曜日  （常任委員会開催予定） 

１２月  ６日／火曜日  一般質問 

１２月  ７日／水曜日  一般質問 

１２月  ８日／木曜日  一般質問 

１２月１３日／金曜日  定例会最終日 

～本日はご参加いただき、誠にありがとうございました～～本日はご参加いただき、誠にありがとうございました～～本日はご参加いただき、誠にありがとうございました～～本日はご参加いただき、誠にありがとうございました～    
 

 今後とも、市民に開かれた市議会を目指して参りますのでよろしくお

願いいたします。 

※いずれも傍聴ができます。議会傍聴にあたっては、新型コロナウイルス感染症対策を行っていますので、

御協力をお願いいたします。 

※日程は変更される場合があります。詳しくは議会事務局 （011-381-1051）へ、お問い合わせください。


