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議案第16号
令和２年度砂川市病院事業会計利益の処分及び
決算の認定を求めることについて 市　長

閉 会 中
継続審査

議案第14号
令和２年度砂川市後期高齢者医療特別会計決算
の認定を求めることについて 市　長

閉 会 中
継続審査

議案第15号
令和２年度砂川市下水道事業会計利益の処分及
び決算の認定を求めることについて 市　長

閉 会 中
継続審査

議案第12号
令和２年度砂川市国民健康保険特別会計決算の
認定を求めることについて 市　長

閉 会 中
継続審査

議案第13号
令和２年度砂川市介護保険特別会計決算の認定
を求めることについて 市　長

閉 会 中
継続審査

議案第11号
令和２年度砂川市一般会計決算の認定を求める
ことについて 市　長

閉 会 中
継続審査

議案第10号
砂川市固定資産評価審査委員会委員の選任につ
き同意を求めることについて 市　長 同　意

議案第 8号 砂川市過疎地域持続的発展市町村計画について
市　長 原案可決

可決すべき
ものと決定

議案第 9号
砂川市教育委員会委員の任命につき同意を求め
ることについて 市　長 同　意

議案第 7号
砂川市立学校施設使用条例の一部を改正する条
例の制定について 市　長 原案可決

議案第 6号
砂川市中小企業等振興条例の一部を改正する条
例の制定について 市　長 原案可決

議案第 4号
砂川市過疎地域の持続的発展の支援に関する特
別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に
関する条例の制定について

市　長 原案可決
可決すべき
ものと決定

議案第 5号
砂川市個人情報保護条例等の一部を改正する条
例の制定について 市　長 原案可決

議案第 2号
令和３年度砂川市国民健康保険特別会計補正予
算(第１号） 市　長 原案可決

可決すべき
ものと決定

議案第 3号
令和３年度砂川市介護保険特別会計補正予算
(第２号） 市　長 原案可決

可決すべき
ものと決定
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議案番号 件                    名
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議案第 1号 令和３年度砂川市一般会計補正予算(第６号）
市　長 原案可決

可決すべき
ものと決定

議案第17号 令和３年度砂川市一般会計補正予算(第７号）
市　長 原案可決

議案第18号 砂川市議会会議規則の一部を改正する規則
議　員 原案可決
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 意見案第3号
豪雪地帯対策特別措置法の改正等に関する意見
書について 議　員 原案可決

 意見案第2号
コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税
財源の充実を求める意見書について 議　員 原案可決

 意見案第1号
林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充
実・強化を求める意見書について 議　員 原案可決

報告第 6号 例月出納検査報告
議　長 報告済

報告第 5号 監査報告
議　長 報告済

報告第 3号
令和２年度砂川市病院事業の資金不足比率の報
告について 市　長 報告済

報告第 2号
令和２年度砂川市下水道事業の資金不足比率の
報告について 市　長 報告済

報告第 1号
令和２年度砂川市健全化判断比率の報告につい
て 市　長 報告済

報告第 4号 専決処分の報告について
市　長 報告済

議案番号 件                    名
本　会　議 委　員　会

 意見案第4号
国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意
見書について 議　員 原案可決


