
令和４年第１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

報告第１号 専決処分報告について

新型コロナウイルス感染症対策のため緊急に措置しなければならないものに限定し、既決の歳入歳出

予算の総額に６億１，７９３万５，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を２５０億４，７３３万

１，０００円としたもの。

2022/2/22 承認

報告第２号 専決処分報告について

新型コロナウイルス感染症対策のため緊急に措置しなければならないものに限定し、既決の歳入歳出

予算の総額に５億９，６６９万１，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を２５６億４，４０２万

２，０００円としたもの。

2022/2/22 承認

議案第１号 市道路線の廃止について
平成３０年度から進めてきた道路台帳の統合及び電子化により、新たな道路台帳を整備するため、従

来の３，９６３路線をいったん廃止するもので、道路法の規定により議会の議決を求めるもの。
2022/2/22 原案可決

議案第２号 市道路線の認定について
平成３０年度から進めてきた道路台帳の統合及び電子化により、新たな道路台帳を整備するため、新

たに３，９６３路線の認定をするもので、道路法の規定により議会の議決を求めるもの。
2022/2/22 原案可決

議案第３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

組織団体が、脱退せず共同処理を終了する場合に、退職手当の支給事務に係る負担金の還付または特

別徴収を行えるようにするもの、また、組織団体である桐生地域医療組合が令和４年３月３１日を

もって共同処理を終了するもの、邑楽館林医療事務組合の名称が令和４年４月１日から邑楽館林医療

企業団に変更されるもの。

2022/2/22 原案可決

議案第４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の数の

増加及び規約の変更について

共同設置する団体に、令和４年４月１日から館林市が加入するもの、また、令和４年４月１日から邑

楽館林医療事務組合の名称が邑楽館林医療企業団に変更されるもの。
2022/2/22 原案可決

議案第５号 沼田市個人情報保護条例の一部を改正する条例について

デジタル庁設置法及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律が廃止されることから、関係する条文の整備

をするもの。

2022/2/22 原案可決

議案第６号 沼田市職員定数条例の一部を改正する条例について
当該定数に対する現在の職員数との乖離を縮小し、適正な定数管理を行うにあたり、定数を改めるた

め、改正するもの。
2022/2/22 原案可決

議案第７号
職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正

する条例について
分限処分に際して診断を行う医師の人数を規定する事項を整備するため、改正するもの。 2022/2/22 原案可決

議案第８号
沼田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例について
職員の年次有給休暇付与の期間を暦年から年度に改めるため、改正するもの。 2022/2/22 原案可決
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議案第９号
沼田市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例の

一部を改正する条例について
会計年度任用職員の年次有給休暇付与の期間を暦年から年度に改めるため、改正するもの。 2022/2/22 原案可決

議案第１０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

人事院の公務員人事管理に関する報告による国家公務員に係る妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援

のために講じる措置との均衡を図るため、条文の整備をするもの。
2022/2/22 原案可決

議案第１１号
公益的法人等への沼田市職員の派遣等に関する条例の一部を

改正する条例について
公益的法人等への再任用職員を派遣できるようにするため、改正するもの。 2022/2/22 原案可決

議案第１２号
沼田市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例につい

て

令和４年度行政組織機構改革に伴い、審議会の庶務を担当する課を総務課から職員課に改めるため、

改正するもの。
2022/2/22 原案可決

議案第１３号 沼田市都市公園条例の一部を改正する条例について
中心市街地の天狗プラザをその他公園に位置付け、また、土地の占用及び施設設置の使用料について

公園管理者以外の者が設置する公園施設を規定するため、改正するもの。
2022/2/22 原案可決

議案第１４号
沼田市白沢高齢者多目的室内運動場の設置及び管理に関する

条例を廃止する条例について
施設の老朽化により令和３年度をもって施設を廃止するため、本条例を廃止するもの。 2022/2/22 原案可決

議案第１５号
サラダパークぬまた設置及び管理条例を廃止する条例につい

て

令和３年度をもって指定管理委託が終了することからサラダパークぬまたを廃止するため、本条例を

廃止するもの。
2022/2/22 原案可決

議案第１６号
沼田市勤労青少年体育センター設置及び管理条例を廃止する

条例について
令和３年度をもって沼田市勤労青少年体育センターを廃止するため、本条例を廃止するもの。 2022/2/22 原案可決

議案第１７号 沼田市電子地域通貨基金条例の制定について
沼田市電子地域通貨てんぐーの安定的な運営に資するため、基金を設置し、運用等に関し必要な事項

を定めるため、本条例を制定するもの。
2022/3/4 原案可決

議案第１８号 令和３年度沼田市一般会計補正予算（第１０号）
既決の歳入歳出予算の総額から１億８，９７３万５，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を２５

４億５，４２８万７，０００円とするもの。
2022/3/4 原案可決
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議案第１９号 令和３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１億７，６２８万５，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を５９

億５，０８４万２，０００円とするもの。
2022/3/4 原案可決

議案第２０号
令和３年度沼田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）

既決の歳入歳出予算の総額から３，０６８万円を減額し、歳入歳出予算の総額を６億４，４４６万

２，０００円とするもの。
2022/3/4 原案可決

議案第２１号 令和３年度沼田市介護保険特別会計補正予算（第３号）
既決の歳入歳出予算の総額に２億１，２６３万７，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を６２億

７，５００万４，０００円とするもの。
2022/3/4 原案可決

議案第２２号 令和３年度沼田市電気事業特別会計補正予算（第１号）
既決の歳入歳出予算の総額に８７万１，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１億９，２５５万

９，０００円とするもの。
2022/3/4 原案可決

議案第２３号 令和３年度沼田市水道事業会計補正予算（第３号）

収益的支出の予定額について、既決の予定額から１，４５８万５，０００円を減額し、水道事業費用

の予定額を４億５９７万１，０００円とするもの。

資本的支出の予定額について、既決の予定額から８，２３４万５，０００円を減額し、１億９，２１

６万５，０００円とするもの。

2022/3/4 原案可決

議案第２４号 令和３年度沼田市簡易水道事業会計補正予算（第３号）

既決の予定額に収入３，４６７万円、支出５１１万８，０００円を追加し、収益的収入及び支出の予

定額をそれぞれ４億８，２６７万６，０００円とするもの。

既決の予定額に収入３，５０４万円、支出９７４万７，０００円を減額し、資本的収入の予定額を

５，２９０万１，０００円、資本的支出の予定額を９，６７７万６，０００円とするもの。

2022/3/4 原案可決

議案第２５号 令和３年度沼田市下水道事業会計補正予算（第３号）

既決の予定額に収入及び支出それぞれ２８２万７，０００円を減額し、収益的収入の合計を１３億

３，６７０万６，０００円、収益的支出の合計を１３億３，６７９万１，０００円とするもの。

既決の予定額に収入及び支出それぞれ１，４００万円を減額し、資本的収入の合計を４億７，７３４

万１，０００円、資本的支出の合計を９億３，０３４万１，０００円とするもの。

2022/3/4 原案可決

議案第２６号 沼田市中小企業・小規模企業振興基本条例の制定について
中小企業及び小規模企業の振興に関する基本理念を定め、市の責務、中小企業・小規模企業の役割等

を明らかにし、地域経済の発展及び市民生活の向上を図るため、本条例を制定するもの。
2022/3/15 原案可決

議案第２７号
沼田市保健福祉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

沼田市保健福祉センターの指定管理委託契約の終了に伴い、市が直接管理運営するための規定の整

備、多目的利用に伴う使用料の規定を追加するため、改正するもの。
2022/3/15 原案可決
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議案第２８号
沼田市利根保健福祉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

沼田市利根保健福祉センターの指定管理委託契約の終了に伴い、市が直接管理運営を行うための規定

の整備、機能訓練室等の使用料等の規定を追加するため、改正するもの。
2022/3/15 原案可決

議案第２９号
沼田市白沢健康福祉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

沼田市白沢健康福祉センターの指定管理委託契約の終了に伴い、市が直接管理運営を行うための規定

の整備、デイサービスセンターの廃止に伴い、関係する条文を整備するため、改正するもの。
2022/3/15 原案可決

議案第３０号
沼田市屋内ゲートボール場設置及び管理条例の一部を改正す

る条例について

指定管理委託契約の終了に伴い、市が直接管理運営を行うため、関係する条文を整備するため、改正

するもの。
2022/3/15 原案可決

議案第３１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
地方税法及び地方税法施行令の一部改正に伴い、未就学児の均等割軽減措置が導入されるため、改正

するもの。
2022/3/15 原案可決

議案第３２号 令和４年度沼田市一般会計予算
予算総額は、２１９億５，２１３万７，０００円。前年度対比で６億３，１０４万１，０００円、

２．８％の減とするもの
2022/3/15 原案可決

議案第３３号 令和４年度沼田市国民健康保険特別会計予算
予算の総額は、５７億１，４４８万２，０００円。前年度対比で１億５，２１７万５，０００円、

２．７％の増とするもの。
2022/3/15 原案可決

議案第３４号 令和４年度沼田市後期高齢者医療特別会計予算
予算の総額は、７億１，２０２万２，０００円、前年度対比で３，６８８万円、５．５％の増とする

もの。
2022/3/15 原案可決

議案第３５号 令和４年度沼田市介護保険特別会計予算
予算の総額は、５９億９４０万８，０００円。前年度対比で７，１３３万４，０００円、１．２％の

減とするもの。
2022/3/15 原案可決

議案第３６号 令和４年度沼田市電気事業特別会計予算
予算の総額は、１億９，４２０万３，０００円。前年度対比で２５１万５，０００円、１．３％の増

とするもの。
2022/3/15 原案可決

議案第３７号 令和４年度沼田市水道事業会計予算

収益的支出の予定額は、３億９，９０５万４，０００円。前年度対比で３２０万１，０００円、０．

８％の減とするもの。資本的支出の予定額は、１億９，１０１万２，０００円。前年度対比で７，１

１０万４，０００円、２７．１％の減とするもの。

2022/3/15 原案可決
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議案第３８号 令和４年度沼田市簡易水道事業会計予算

収益的支出の予定額は、４億９，７６４万１，０００円。前年度対比で１１９万円、０．２％の増と

するもの。資本的支出の予定額は、９，６９６万６，０００円。前年度対比で４，３６９万４，００

０円、３１．１％の減とするもの

2022/3/15 原案可決

議案第３９号 令和４年度沼田市下水道事業会計予算

収益的支出の予定額は、１２億８，２７８万４，０００円。前年度対比で３，６７３万２，０００

円、２．８％の減とするもの。資本的支出の予定額は、９億５，１９２万７，０００円。前年度対比

で１，７１８万６，０００円、１．８％の増とするもの。

2022/3/15 原案可決

議案第４０号 沼田市教育委員会教育長任命の同意について ３月３１日をもって任期が満了する横坂隆司教育長の後任者の任命について同意をいただくもの。 2022/3/15 原案可決

議案第４１号 ロシアによるウクライナ侵略に断固抗議する決議案について 「ロシアによるウクライナ侵略に断固抗議する決議案について」審議したもの。 2022/3/4 同意

議案第４２号
沼田市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例について

令和３年人事院勧告を受けた給料改定に伴い、議員の期末手当について、令和４年度の支給割合を６

月期及び１２月期とも、１００分の２２０から１００分の２１２．５に引き下げるため、条例を改定

するもの。

2022/3/15 原案可決

議案第４３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

令和３年人事院勧告を受けた給料改定に伴い、常勤特別職の期末手当の支給割合及び特例措置を、議

員と同様の内容で改定を行うもの。
2022/3/15 原案可決

議案第４４号
沼田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい

て

令和３年人事院勧告を受けた給料改定に伴い、支給割合を職員の期末手当を１００分の１２７．５か

ら１００分の１２０に、部課長にあっては、１００分の１０７．５を１００分の１００に、再任用職

員にあっては、１００分の７２．５を１００分の６７．５に、それぞれ引き下げるため、条例を改定

するもの。

2022/3/15 原案可決

議案第４５号
沼田市会計年度任用職員の給与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

令和３年人事院勧告を受けた給料改定に伴い、会計年度任用職員の期末手当の支給割合を、６月期及

び１２月期とも１００分の７２．５を１００分の６７．５に引き下げるため、条例を改定するもの。
2022/3/15 原案可決

議案第４６号 令和４年度沼田市一般会計補正予算（第１号）

本年４月に執行される沼田市議会議員補欠選挙に必要な経費の予算を計上するもので、既決の歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，０７５万８，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入

歳出それぞれ２１９億６，２８９万５，０００円とするもの。

2022/3/15 原案可決
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