
令和3年第3回沼田市議会定例会本会議報告

議案番号等 議 案 名 概　　要 議決年月日 議決結果

議案第3号
群馬県市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体への加

入に関する協議について

沼田市公平委員会について､令和3年度から群馬県市町村公平委員会と共同して事務を行うこ

ととするため､機関等の共同設置に加入することから､地方自治法第252条の2の2第3項の規

定に基づき議会で議決したもの｡

2021/2/25 原案可決

議案第4号 沼田市公平委員会設置条例を廃止する条例について
令和3年度からの群馬県市町村公平委員会への加入にあわせて､沼田市公平委員会を廃止する

ため､本条例を廃止し､併せて関係条例の規定を整備したもの｡
2021/2/25 原案可決

議案第5号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について

地方自治法第286条第1項の規定に基づく規約変更について､同法第290条の規定により議会

で議決したもので､今回の規約変更内容は､共同で処理する事務のうち､非常勤職員の公務災

害補償に関する事務に館林市を加えたもの｡

2021/2/25 原案可決

議案第6号
職員の服務の宣誓に関する条例等の一部を改正する条例につ

いて

申請書等について押印を要しないこととするため､沼田市職員の服務の宣誓に関する条例及

び沼田市火入れに関する条例の一部を改正したもの｡
2021/2/25 原案可決

議案第7号
沼田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

について

非常勤職員の会計年度任用職員移行に伴い､会計年度任用職員の育児休業の規定を整備する

ため､改正したもの｡
2021/2/25 原案可決

議案第8号
沼田市福祉医療費支給に関する条例の一部を改正する条例に

ついて

群馬県福祉医療費補助金交付要綱の改正に伴い､重度心身障害者(児)及び高齢重度障害者の

医療費助成について県の制度に合わせた所得制限を設け､また､医療保険制度の適正かつ効率

的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律施行によるｵﾝﾗｲﾝ資格確認の導入

に関係する条文を整備したもの｡

2021/2/25 原案可決

議案第9号
沼田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
省令の改正にあわせ､虐待防止､業務継続計画策定､感染症対策などの規定を整備したもの｡ 2021/2/25 原案可決

議案第10号

沼田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例について

省令の改正にあわせ､虐待防止､業務継続計画策定､感染症対策などの規定を整備したもの｡ 2021/2/25 原案可決

議案第11号

沼田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について

省令の改正にあわせ､虐待防止､業務継続計画策定､感染症対策などの規定を整備したもの｡ 2021/2/25 原案可決
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議案第12号
沼田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について
省令の改正にあわせ､虐待防止､業務継続計画策定､感染症対策などの規定を整備したもの｡ 2021/2/25 原案可決

議案第13号
沼田市民活動拠点コミュニティテラス条例の一部を改正する

条例について
日曜開館をするため休館日を変更するほか､関係する条文の整備したもの｡ 2021/2/25 原案可決

議案第14号 沼田市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について
道路法施行令の改正や現況に則した道路占用料金に改定するため､条例の一部を改正したも

の｡
2021/2/25 原案可決

議案第15号 沼田市営住宅管理条例の一部を改正する条例について 単身者の居住の安定を図るため､入居時の同居親族要件を緩和するため規定を整備したもの｡ 2021/2/25 原案可決

議案第16号 沼田市都市公園条例等の一部を改正する条例について

利根沼田定住自立圏形成協定締結による相互利用のため､社会体育施設やﾃﾗｽ沼田ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌﾟﾗ

ｻﾞに関する使用料の規定を整備するほか､沼田市公共施設等総合管理計画に基づき､利根屋内

ﾌﾟｰﾙを廃止するため､使用料の規定を削除したもの｡

2021/2/25 原案可決

議案第17号
沼田市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係

手数料条例の一部を改正する条例について

建築物のｴﾈﾙｷﾞｰ消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い､消費性能･

適合性判定等に係る手数料の徴取方法を追加するにあたり､関係する条文を整備したもの｡
2021/2/25 原案可決

議案第18号
沼田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を

改正する条例について

令和3年4月1日からの簡易水道事業の公営企業会計への移行にあたり､現行制度に則さない

規定について整備したもの｡
2021/2/25 原案可決

議案第19号
独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担

金徴収条例の一部を改正する条例について

保護者負担額について､独立行政法人ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ施行令の規定に併せるとともに､要保護

者等から徴収しない旨規定したもの｡
2021/2/25 原案可決

議案第20号 沼田市出張所設置条例を廃止する条例について
令和3年度行政組織機構改革に伴い､令和2年度末で利根支所出張所を廃止するため､本条例

を廃止したもの｡
2021/2/25 原案可決

議案第21号 沼田市公民館設置条例を廃止する条例について
令和3年度行政組織機構改革に伴い､令和2年度末で公民館を廃止するため､条例を廃止した

もの｡
2021/2/25 原案可決
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議案第22号 令和２年度沼田市一般会計補正予算（第１１号）

既決の歳入歳出予算の総額から7億9,760万2,000円を減額し､歳入歳出予算の総額を286億

7,890万5,000円としたもの｡繰越明許費は､文化財利活用事業について､年度内に事業が完

了しないことから､記載された金額をそれぞれ翌年度に繰り越して使用できる経費として設

定したもの｡地方債の補正は､減収補填債の追加､財産管理事業ほか13事業の起債限度額を変

更したもの｡

2021/3/8 原案可決

議案第23号 令和２年度沼田市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）
既決の歳入歳出予算の総額から1億599万1,000円を減額し､歳入歳出予算の総額を57億

5,042万9,000円としたもの｡
2021/3/8 原案可決

議案第24号
令和２年度沼田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）

既決の歳入歳出予算の総額から34万円を減額し､歳入歳出予算の総額を6億4,833万5,000円

としたもの｡
2021/3/8 原案可決

議案第25号 令和２年度沼田市介護保険特別会計補正予算（第４号）
既決の歳入歳出予算の総額に1億895万7,000円を追加し､歳入歳出予算の総額を59億8,376

万7,000円としたもの｡
2021/3/8 原案可決

議案第26号 令和２年度沼田市簡易水道事業特別会計補正予算（第５号）

既決の歳入歳出予算の総額から2,495万円を減額し､歳入歳出予算の総額を3億4,295万

3,000円としたもの｡地方債の補正は､簡易水道事業及び公営企業会計適用債の起債限度額を

減額したもの｡

2021/3/8 原案可決

議案第27号 令和２年度沼田市水道事業会計補正予算（第５号）
予算第3条の収益的支出の予定額について､既決の予定額に18万7,000円を追加し､収益的支

出 第1款 水道事業費用の予定額を3億9,916万7,000円としたもの｡
2021/3/8 原案可決

議案第28号 令和２年度沼田市下水道事業会計補正予算（第５号）

予算第3条の収益的支出の予定額について､既決の予定額の総額に変更はないが､公共下水道

事業費用､特定環境保全公共下水道事業費､農業集落排水事業費用において消費税及び地方消

費税の予定額を変更したもの｡

2021/3/8 原案可決

議案第29号 沼田市債権管理条例の制定について

市が所有する公債権と私債権の管理を全庁的に統一した対応を図り､収納課に集約して業務

を行う債権一元化のため､必要な事項を定めるもので､これにより公平な住民負担の確保を図

る一方､生活困窮者等について徴収停止や債権放棄など一定の基準を定め､健全な行財政運営

に資するため条例を制定したもの｡

2021/3/19 原案可決

議案第30号
沼田市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の

制定について

社会教育法に基づく6地区公民館の廃止に伴い､地域住民の連帯意識を高め､心豊かなｺﾐｭﾆﾃｨ

形成の促進を図り､もって持続可能な市民協働のまちづくりを推進する拠点として､各地区に

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰを設置するにあたり､条例を制定したもの｡

2021/3/19 原案可決
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議案第31号
沼田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例について

入札及び契約手続における公平性の確保を図ることなどを目的として､第三者で構成する入

札監視委員会を設置するにあたり､委員会の委員長及び委員の報酬額及び公の施設の指定管

理者選定委員会委員の報酬額を規定するため､本条例の一部を改正したもの｡

2021/3/19 原案可決

議案第32号
沼田市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例等の一

部を改正する条例について

行財政改革による給与削減を継続するため､常勤特別職(市長･副市長)及び教育長の給料減額

の特例措置をさらに1年間延長する改正を行ったもの｡
2021/3/19 原案可決

議案第33号 沼田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

安定的な国保運営を図るため､国保税率の改正を行ったもの｡併せて､納税者の負担感緩和の

ため最初の納期に合算している国保税の端数計算を現行の千円未満から100円未満として期

別納税額の平準化を図り､また､税制改正による個人所得課税の見直しに伴う影響の対応とし

て､一定の給与所得と公的年金等の支給を受けるものについて軽減判定基準を改めたもの｡

2021/3/19 原案可決

議案第34号 沼田市介護保険条例の一部を改正する条例について

令和3年度から令和5年度までを期間とする第8期介護保険事業計画による介護保険料率の改

定と介護保険法施行令等の見直しによる関係条文を整備したもの｡主な改正の内容は､第1号

被保険者の介護保険料の基準額を､年額7万4,300円から7万4,900円への改定､現在の10段

階である該当要件の所得段階を維持しながら､合計所得金額の見直しを行ったもの｡

2021/3/19 原案可決

議案第35号
沼田市白沢農村環境改善センターの設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例について
運営委員会設置の規定を削除し､時間区分及び使用料について改正したもの｡ 2021/3/19 原案可決

議案第36号 沼田市簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例について
上野簡易水道を市が直営で管理することに伴い､水道料金等を改定するため､関係する条文を

整備したもの｡
2021/3/19 原案可決

議案第37号
旧生方家住宅及び生方記念資料館の設置及び管理に関する条

例等の一部を改正する条例について

旧生方家住宅及び生方記念資料館､生方記念文庫､旧土岐家住宅洋館､旧沼田貯蓄銀行､旧日本

基督教団沼田教会紀念会堂､沼田歴史資料館の年間周遊ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄの規定を追加し､その他減免

規定や使用料及び使用時間の規定を整備するため､関係する条例を改正したもの｡

2021/3/19 原案可決

議案第38号 令和３年度沼田市一般会計予算
予算の総額は､225億8,317万8千円､前年度対比で4億6,891万8,000円､2.1%の増としたも

の｡
2021/3/19 原案可決

議案第39号 令和３年度沼田市国民健康保険特別会計予算
予算の総額は､55億6,230万7,000円､前年度対比で2億6,549万2,000円､4.6%の減とした

もの｡
2021/3/19 原案可決
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議案第40号 令和３年度沼田市後期高齢者医療特別会計予算 予算の総額は､6億7,514万2,000円､前年度対比で2,712万9,000円､4.2%の増としたもの｡ 2021/3/19 原案可決

議案第41号 令和３年度沼田市介護保険特別会計予算
令和3年度からの｢第8期介護保険事業計画｣に基づき予算の設定を行ったもので､予算の総額

は､59億8,074万2,000円､前年度対比で1億7,839万3,000円､3.1%の増としたもの｡
2021/3/19 原案可決

議案第42号 令和３年度沼田市電気事業特別会計予算
予算の総額は､1億9,168万8,000円､前年度対比でﾏｲﾅｽ1億7,741万4,000円､48.1%の減と

したもの｡
2021/3/19 原案可決

議案第43号 令和３年度沼田市水道事業会計予算

予算第3条 収益的支出の予定額は､4億0,225万5,000円､前年度対比で1,612万9,000円､

4.2%の増としたもの｡予算第4条 資本的支出の予定額は､2億6,211万6,000円､前年度対比

で9,129万3,000円､53.4%の増としたもの｡

2021/3/19 原案可決

議案第44号 令和３年度沼田市簡易水道事業会計予算

予算第3条 収益的支出の予定額は､4億9,645万1,000円､､予算第4条 資本的支出の予定額

は､1億4,066万円｡歳出合計額は､6億3,711万1,000円で､前年度対比で2億8,624万6,000

円､81.6%の増としたもの｡なお､簡易水道事業会計は､令和3年度から企業会計となるので､

前年度対比については､今年度の簡易水道事業特別会計との比較｡

2021/3/19 原案可決

議案第45号 令和３年度沼田市下水道事業会計予算

予算第3条 収益的支出の予定額は､13億1,951万6,000円､前年度対比でﾏｲﾅｽ1,367万5,000

円､1.0%の減としたもの｡予算第4条 資本的支出の予定額は､9億3,474万1,000円､前年度対

比で1,803万円､2.0%の増としたもの｡

2021/3/19 原案可決

議案第46号 沼田市固定資産評価審査委員会の委員選任の同意について
委員5名のうち､3月31日をもって任期満了となる委員1名の後任者の選任について同意した

もの｡
2021/3/19 同意

議案第47号 令和２年度沼田市一般会計補正予算（第１２号）
既決の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4億8,138万2,000円を追加し､歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ291億6,028万7,000円としたもの｡
2021/3/19 原案可決

議案第48号 沼田市監査委員選任の同意について
現在の委員から､3月31日をもって退職したい旨の申し出があり､後任者の選任について同意

したもの｡
2021/3/19 同意

議案第49号 沼田市議会委員会条例の一部を改正する条例について

委員長の職務代行の欠席事由について､｢公務､疾病､出産､育児､看護､介護､配偶者の出産補助

その他のやむを得ない事由｣と明文化するとともに､委員会の会議録の署名について､｢署名､

又は記名押印｣としたもの｡

2021/3/19 原案可決
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議案第50号 沼田市議会会議規則の一部を改正する規則について

本会議及び委員会の欠席の届出について､欠席事由を明文化するとともに､欠席事由のうち出

産については､その期間を明文化したもの｡また､あわせて請願書の請願者の署名について､｢

署名又は記名押印｣としたもの｡

2021/3/19 原案可決

議案第51号
最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書案につ

いて
議会から同意見書案を提出することとしたもの｡ 2021/3/19 原案可決

議案第52号
安全・安心の医療・介護体制を確立し国民のいのちと健康を

守るための意見書について
議会から同意見書案を提出することとしたもの｡ 2021/3/19 原案可決

請願第1号
安全・安心の医療・介護体制を確立し国民のいのちと健康を

守るための請願
議会に提出のあった請願を審議したもの。 2021/3/19 採択

請願第2号
「沼田市中央公民館廃止・除去」に伴う新施設の建設を求め

る請願書
議会に提出のあった請願を審議したもの。 2021/3/19 採択
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