
第１回定例会会議録目次

第１日目（令和３年３月８日） 頁

……………………………………………………………………………………………………〇開会宣告 ４

……………………………………………………………………………………………………〇開議宣告 ４

………………………………………………………………………〇日程第 １ 会議録署名議員指名 ４

…………………………………………………………………………………〇日程第 ２ 会期の決定 ４

………………………………………………………………………………〇日程第 ３ 主要行政報告 ４

………………………………………………………………………………〇日程第 ４ 教育行政報告 ６

…………………………………………〇日程第 ５ 議案第３０号 工事請負契約の締結について ８

〇日程第 ６ 議案第 １号 令和２年度砂川市一般会計補正予算（第１１号）

議案第 ２号 令和２年度砂川市国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）

議案第 ３号 令和２年度砂川市介護保険特別会計補正予算（第３号）

議案第 ４号 令和２年度砂川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）

議案第 ５号 令和２年度砂川市下水道事業会計補正予算（第１号）

………………議案第 ６号 令和２年度砂川市病院事業会計補正予算（第３号） ９

………………………………………………………………………………………〇休会の件について ２５

…………………………………………………………………………………………………〇散会宣告 ２５

第２日目（令和３年３月９日）

…………………………………………………………………………………………………〇開議宣告 ２９

〇日程第 １ 議案第 １号 令和２年度砂川市一般会計補正予算（第１１号）

議案第 ２号 令和２年度砂川市国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）

議案第 ３号 令和２年度砂川市介護保険特別会計補正予算（第３号）

議案第 ４号 令和２年度砂川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）

議案第 ５号 令和２年度砂川市下水道事業会計補正予算（第１号）

……………議案第 ６号 令和２年度砂川市病院事業会計補正予算（第３号） ２９

……………………………………………………………………………〇日程第 ２ 市政執行方針 ３０

………………………………………………………………………〇日程第 ３ 教育行政執行方針 ３９

…………………………………………………………………………………〇日程第 ４ 一般質問 ４４

……………………………………………………高 田 浩 子 議員 ４４

……………………………………………………多比良 和 伸 議員 ５３



…………………………………………………………………………………………………〇延会宣告 ６５

第３日目（令和３年３月１０日）

…………………………………………………………………………………………………〇開議宣告 ６８

…………………………………………………………………………………〇日程第 １ 一般質問 ６８

……………………………………………………辻 勲 議員 ６８

……………………………………………………小 黒 弘 議員 ７５

…………………………………………………………………………………………………〇散会宣告 ９３

第４日目（令和３年３月１１日）

…………………………………………………………………………………………………〇開議宣告 ９７

〇日程第 １ 議案第１５号 砂川市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１６号 砂川市指導主事の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定について

議案第１７号 砂川市手数料条例等の一部を改正する条例の制定について

議案第１８号 砂川市学童保育条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１９号 砂川市子ども通園センター条例の一部を改正する条例の制

定について

議案第２１号 砂川市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

議案第２４号 砂川市北地区コミュニティセンターの指定管理者の指定に

ついて

議案第２５号 砂川市東地区コミュニティセンターの指定管理者の指定に

ついて

議案第２６号 砂川市南地区コミュニティセンターの指定管理者の指定に

ついて

議案第２７号 砂川市オートスポーツランドの指定管理者の指定について

議案第２８号 砂川市老人憩の家の指定管理者の指定について

議案第２９号 砂川市北吉野コミュニティセンターの指定管理者の指定に

ついて

議案第 ７号 令和３年度砂川市一般会計予算

議案第 ８号 令和３年度砂川市国民健康保険特別会計予算

議案第 ９号 令和３年度砂川市介護保険特別会計予算

議案第１０号 令和３年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算

議案第１１号 令和３年度砂川市下水道事業会計予算

………………………………議案第１２号 令和３年度砂川市病院事業会計予算 ９７

……………………………………………………………………………………〇休会の件について １２７



………………………………………………………………………………………………〇散会宣告 １２７

第８日目（令和３年３月１５日）

………………………………………………………………………………………………〇開議宣告 １３１

〇日程第 １ 議案第１５号 砂川市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１６号 砂川市指導主事の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定について

議案第１７号 砂川市手数料条例等の一部を改正する条例の制定について

議案第１８号 砂川市学童保育条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１９号 砂川市子ども通園センター条例の一部を改正する条例の制

定について

議案第２１号 砂川市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

議案第２４号 砂川市北地区コミュニティセンターの指定管理者の指定に

ついて

議案第２５号 砂川市東地区コミュニティセンターの指定管理者の指定に

ついて

議案第２６号 砂川市南地区コミュニティセンターの指定管理者の指定に

ついて

議案第２７号 砂川市オートスポーツランドの指定管理者の指定について

議案第２８号 砂川市老人憩の家の指定管理者の指定について

議案第２９号 砂川市北吉野コミュニティセンターの指定管理者の指定に

ついて

議案第 ７号 令和３年度砂川市一般会計予算

議案第 ８号 令和３年度砂川市国民健康保険特別会計予算

議案第 ９号 令和３年度砂川市介護保険特別会計予算

議案第１０号 令和３年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算

議案第１１号 令和３年度砂川市下水道事業会計予算

……………………………議案第１２号 令和３年度砂川市病院事業会計予算 １３１

……………………………………………………………………………………〇休会の件について １７２

………………………………………………………………………………………………〇散会宣告 １７２

第１０日目（令和３年３月１７日）

………………………………………………………………………………………………〇開議宣告 １７８

〇日程第 １ 議案第１５号 砂川市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１６号 砂川市指導主事の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定について



議案第１７号 砂川市手数料条例等の一部を改正する条例の制定について

議案第１８号 砂川市学童保育条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１９号 砂川市子ども通園センター条例の一部を改正する条例の制

定について

議案第２１号 砂川市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

議案第２４号 砂川市北地区コミュニティセンターの指定管理者の指定に

ついて

議案第２５号 砂川市東地区コミュニティセンターの指定管理者の指定に

ついて

議案第２６号 砂川市南地区コミュニティセンターの指定管理者の指定に

ついて

議案第２７号 砂川市オートスポーツランドの指定管理者の指定について

議案第２８号 砂川市老人憩の家の指定管理者の指定について

議案第２９号 砂川市北吉野コミュニティセンターの指定管理者の指定に

ついて

議案第 ７号 令和３年度砂川市一般会計予算

議案第 ８号 令和３年度砂川市国民健康保険特別会計予算

議案第 ９号 令和３年度砂川市介護保険特別会計予算

議案第１０号 令和３年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算

議案第１１号 令和３年度砂川市下水道事業会計予算

……………………………議案第１２号 令和３年度砂川市病院事業会計予算 １７８

〇日程第 ２ 議案第１３号 砂川市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例の制

…………………………………………………………定について １８２

〇日程第 ３ 議案第１４号 砂川市公告式条例の一部を改正する条例の制定について

議案第２０号 砂川市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

議案第２２号 砂川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準等を定める条例等の一部を改正する条例の制定につい

て

議案第２３号 砂川市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定に

………………………………………………………………ついて １８４

………………………〇日程第 ４ 議案第３１号 砂川地区公平委員会規約の変更について ２１５

……………〇日程第 ５ 議案第３２号 令和２年度砂川市一般会計補正予算（第１２号） ２１６

………………〇日程第 ６ 議案第３３号 令和３年度砂川市一般会計補正予算（第１号） ２１９

〇日程第 ７ 報告第 １号 監査報告

…………………………………………………報告第 ２号 例月出納検査報告 ２３０



……………………〇日程第 ８ 議案第３４号 常任委員及び議会運営委員の選任について ２３１

……………………………………………………………………………………………〇日程の追加 ２３１

………………………………………………………〇追加日程第 １ 議長の常任委員辞任について ２３１

〇日程第 ９ 選挙第 １号 砂川地区広域消防組合議会議員の選挙について

選挙第 ２号 砂川地区保健衛生組合議会議員の選挙について

選挙第 ３号 中空知広域市町村圏組合議会議員の選挙について

選挙第 ４号 中空知広域水道企業団議会議員の選挙について

……選挙第 ５号 中・北空知廃棄物処理広域連合議会議員の選挙について ２３２

……………………………………………………………………………………………〇日程の追加 ２３４

〇追加日程第 ２ 継続第 １号 総務文教委員会継続審査

継続第 ２号 社会経済委員会継続審査

…………………………………………継続第 ３号 議会運営委員会継続審査 ２３４

〇日程第１０ 意見案第１号 コロナ禍における地域経済の活性化と米価暴落対策を求め

…………………………………………………る意見書について ２３４

………………………………………………………………………………………………〇閉会宣告 ２３５


