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1 H20.3.19 地域医療の確保に関する意見書（案） 小松議員 5 原案可決
内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大
臣、文部科学大臣 H20.3.19 町民連合

2 H20.3.19
地デジ放送の受信対策の推進と支援策を求める意見
書（案）

七戸議員 4 原案可決 内閣総理大臣、総務大臣 H20.3.19 公明党

3 H20.3.19
「バイオマス推進基本法」（仮称）の制定を求める
意見書（案）

板垣議員 4 原案可決
内閣総理大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経
済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣 H20.3.19 公明党

4 H20.3.19
「アイヌ民族に関する総合的施策確立のための審議
機関設置」に関する意見書（案）

越前谷議員 4 原案可決
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官
房長官 H20.3.19

5 H20.3.19 北海道の消防広域化に関する意見書（案） 立野議員 3 原案可決 北海道知事 H20.3.19 共産党

6 H20.3.19 道路の中期計画の推進に関する意見書（案） 宮田議員 3 原案可決
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大
臣、財務大臣、国土交通大臣 H20.3.19 侑志会

7 H20.5.16 北海道虻田高等学校の存続を求める意見書（案） 佐々木議員 5 原案可決 北海道知事、北海道教育委員会教育長 H20.5.16 侑志会

8 H20.6.18
北海道地域最低賃金の大幅な改善を求める意見書
（案）

森議員 3 原案可決 厚生労働大臣、北海道労働局長 H20.6.18 町民連合

9 H20.6.18 地方財政の充実・強化を求める意見書（案） 小松議員 3 原案可決
内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大
臣、経済産業大臣、経済財政政策担当大臣 H20.6.18 町民連合

10 H20.6.18
２００９年度国家予算編成における義務教育無償、
義務教育費国庫負担制度の堅持と負担率二分の一復
元等教育予算の確保・拡充を求める意見書（案）

森議員 3 原案可決
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大
臣、財務大臣、文部科学大臣 H20.6.18 町民連合

11 H20.6.18 携帯電話リサイクルの推進を求める意見書（案） 七戸議員 4 原案可決
内閣総理大臣、総務大臣、経済産業大臣、環境大
臣 H20.6.18 公明党

12 H20.6.18
「クールアース・デー」（地球温暖化防止の日）の
創設等を求める意見書（案）

板垣議員 4 原案可決 内閣総理大臣、環境大臣 H20.6.18 公明党

13 H20.6.18
温室効果ガス削減の第１期目標達成と中期目標設定
に関する意見書（案）

立野議員 1 原案可決
内閣総理大臣、環境大臣、経済産業大臣、国土交
通大臣、財務大臣 H20.6.18 共産党

14 H20.6.18 障害者医療助成に関する意見書（案） 立野議員 1 原案可決 北海道知事 H20.6.18 共産党

15 H20.6.18 高齢者差別診療報酬の改善に関する意見書（案） 立野議員 1 原案可決 内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣 H20.6.18 共産党



16 H20.9.19
生活品の物価高騰に対する緊急対策を求める意見書
（案）

森議員 3 原案可決
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大
臣、厚生労働大臣 H20.9.19 町民連合

17 H20.9.19
社会保障関係費の２２００億円削減方針の撤回を求
める意見書（案）

森議員 3 原案可決
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大
臣、厚生労働大臣 H20.9.19 町民連合

18 H20.9.19 学校耐震化に関する意見書（案） 七戸議員 5 原案可決 内閣総理大臣、文部科学大臣 H20.9.19 公明党

19 H20.9.19
雇用促進住宅の退去困難者への支援強化に関する意
見書（案）

板垣議員 5 原案可決 内閣総理大臣、厚生労働大臣 H20.9.19 公明党

20 H20.9.19 介護保険計画の見直しに関する意見書（案） 立野議員 2 原案可決 内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣 H20.9.19 共産党

21 H20.9.19
障害者権利条約の早期批准と国内法整備に関する意
見書（案）

立野議員 2 原案可決 内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣 H20.9.19 共産党

22 H20.9.19
灯油、燃油、石油製品などの高騰から暮らしを守る
要望意見書（案）

立野議員 3 原案可決
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労
働大臣、経済産業大臣 H20.9.19 共産党

23 H20.9.19 道路整備に必要な財源の確保に関する意見書（案） 松井議員 5 原案可決
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大
臣、財務大臣、国土交通大臣 H20.9.19 総務常任委員会

24 H20.9.19 新たな過疎対策法の制定に関する意見書（案） 佐々木議員 5 原案可決
内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大
臣、国土交通大臣 H20.9.19 侑志会

25 H20.12.19
長時間労働や日雇派遣など労働法制の改正を求める
意見書（案）

七戸議員 4 原案可決 内閣総理大臣、厚生労働大臣 H20.12.19 公明党

26 H20.12.19
「食の安全確保」への取り組み強化を求める意見書
（案）

板垣議員 4 原案可決 内閣総理大臣、農林水産大臣 H20.12.19 公明党

27 H20.12.19
介護療養病床廃止をしないことを求める意見書
（案）

立野議員 3 原案可決 内閣総理大臣、厚生労働大臣、行政改革担当大臣 H20.12.19 共産党

28 H20.12.19
後期高齢者医療の資格証明書の扱いに関する意見書
（案）

立野議員 3 原案可決 北海道知事、北海道後期高齢者医療広域連合長 H20.12.19 共産党
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