




議　案　名 採決結果

■報告第６号　令和３年度一般財団法人村田町ふるさとリフレッシュセンター決算報告について
提出された事業の報告書及び決算書に関する報告 －

■報告第７号　令和３年度村田町財政健全化判断比率の報告について
実質赤字比率・連結実質赤字比率の赤字なし。実質公債費比率・将来負担比率は早期健全化基準
を下回る。

－

■報告第８号　令和３年度村田町宅地造成事業特別会計資金不足比率の報告について
資金不足は発生していない －

■報告第９号　令和３年度村田町上水道事業会計資金不足比率の報告について
資金不足は発生していない －

■報告第10号　令和３年度村田下水道事業会計資金不足比率の報告について
資金不足は発生していない －

■報告第11号　令和３年度村田町工業用水道事業会計資金不足比率の報告について
資金不足は発生していない －

認　　定

■認定第１号　令和３年度村田町一般会計歳入歳出決算認定について 認定

■認定第２号　令和３年度村田町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 認定

■認定第３号　令和３年度村田町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 認定

■認定第４号　令和３年度村田町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 認定

■認定第５号　令和３年度村田町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について 認定

■認定第６号　令和３年度村田町上水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算の認定につ
　　　　　　　いて

認定

■認定第７号　令和３年度村田町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算の認定につ
　　　　　　　いて

認定

■認定第８号　令和３年度村田町工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算の認定
　　　　　　　について

認定



議　案　名 採決結果

条　　例（制定）

■議案第41号　村田町再生可能エネルギー発電施設の設置等に関する条例の制定について
再生可能エネルギー発電施設の適正な設置、管理、届出等について必要な事項を定めることによ
り、災害の発生を防止するとともに豊かな自然環境や美しい景観及び生活環境を保全することを
目的として制定するもの

原案可決
賛成 10：反対０

条　　例（一部改正）

■議案第42号　職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例　
「地方公務員の育児休業等に関する法律」等の改正に伴う関係例規の整備を行うもの

原案可決
賛成 10：反対０

補正予算

■議案第43号　令和４年度村田町一般会計補正予算（第４号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1億 1718 万円を追加するもの

原案可決
賛成 10：反対０

■議案第44号　令和４年度村田町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 24 万円を追加するもの

原案可決
賛成 10：反対０

■議案第45号　令和４年度村田町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 154 万 8 千円を追加するもの

原案可決
賛成 10：反対０

■議案第46号　令和４年度村田町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1505 万 3 千円を追加するもの

原案可決
賛成 10：反対０

■議案第47号　令和４年度村田町上水道事業会計補正予算（第１号）
上水道事業会計予算の収益的支出・資本的収入及び支出の予定額を補正するもの

原案可決
賛成 10：反対０

■議案第48号　令和４年度村田町下水道事業会計補正予算（第１号）
下水道事業会計予算の資本的収入及び支出の予定額を補正するもの

原案可決
賛成 10：反対０

■議案第49号（追加議案）令和４年度村田町一般会計補正予算（第５号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 9404 万円を追加するもの

原案可決
賛成 10：反対０

人　　事

■同意第10号　村田町教育委員会委員の任命について
任期満了に伴い教育委員を任命するため議会の同意を求めるもの
氏名　関場　隆（大字小泉）

同　意
賛成 10：反対０

報　　告

■報告第５号　損害賠償の額を定め和解することについての専決処分の報告について
町道施設管理上の事故に関する損賠償額を定め和解したもの －



議　案　名 採決結果

■報告第６号　令和３年度一般財団法人村田町ふるさとリフレッシュセンター決算報告について
提出された事業の報告書及び決算書に関する報告 －

■報告第７号　令和３年度村田町財政健全化判断比率の報告について
実質赤字比率・連結実質赤字比率の赤字なし。実質公債費比率・将来負担比率は早期健全化基準
を下回る。

－

■報告第８号　令和３年度村田町宅地造成事業特別会計資金不足比率の報告について
資金不足は発生していない －

■報告第９号　令和３年度村田町上水道事業会計資金不足比率の報告について
資金不足は発生していない －

■報告第10号　令和３年度村田下水道事業会計資金不足比率の報告について
資金不足は発生していない －

■報告第11号　令和３年度村田町工業用水道事業会計資金不足比率の報告について
資金不足は発生していない －

認　　定

■認定第１号　令和３年度村田町一般会計歳入歳出決算認定について 認定

■認定第２号　令和３年度村田町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 認定

■認定第３号　令和３年度村田町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 認定

■認定第４号　令和３年度村田町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 認定

■認定第５号　令和３年度村田町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について 認定

■認定第６号　令和３年度村田町上水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算の認定につ
　　　　　　　いて

認定

■認定第７号　令和３年度村田町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算の認定につ
　　　　　　　いて

認定

■認定第８号　令和３年度村田町工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算の認定
　　　　　　　について

認定

会　計　名 歳入総額 歳出総額 翌年度へ繰り
越すべき財源※１ 実質収支額※2

一　般　会　計 6,662,912 6,387,866 99,001 176,045

特
別
会
計

国民健康保険事業 1,275,224 1,267,984 7,240

後期高齢者医療 121,325 119,277 2,048

介護保険事業 1,289,786 1,261,911 27,875

宅地造成事業 62,684 59,898 2,786

小　　　計 9,411,931 9,096,936 99,001 215,994

会　計　名 収入総額 支出総額 収入支出差引額

企
業
会
計 

上水道事業（収益的収支） 439,578 384,426 55,152

上水道事業（資本的収支） 31,113 84,775 △ 53,662

下水道事業（収益的収支） 322,942 304,098 18,844

下水道事業（資本的収支） 190,541 267,320 △ 76,779

工業用水道事業（収益的収支） 8,093 7,222 871

小　　　計 992,267 1,047,841 △ 55,574

合　　　計 10,404,198 10,144,777 99,001 160,420

会　計　名 歳入総額 歳出総額 翌年度へ繰り
越すべき財源※１ 実質収支額※2

一　般　会　計 6,662,912 6,387,866 99,001 176,045

特
別
会
計

国民健康保険事業 1,275,224 1,267,984 7,240

後期高齢者医療 121,325 119,277 2,048

介護保険事業 1,289,786 1,261,911 27,875

宅地造成事業 62,684 59,898 2,786

小　　　計 9,411,931 9,096,936 99,001 215,994

会　計　名 収入総額 支出総額 収入支出差引額

企
業
会
計 

上水道事業（収益的収支） 439,578 384,426 55,152

上水道事業（資本的収支） 31,113 84,775 △ 53,662

下水道事業（収益的収支） 322,942 304,098 18,844

下水道事業（資本的収支） 190,541 267,320 △ 76,779

工業用水道事業（収益的収支） 8,093 7,222 871

小　　　計 992,267 1,047,841 △ 55,574

合　　　計 10,404,198 10,144,777 99,001 160,420



議　案　名 採決結果

条　　例（制定）

■議案第41号　村田町再生可能エネルギー発電施設の設置等に関する条例の制定について
再生可能エネルギー発電施設の適正な設置、管理、届出等について必要な事項を定めることによ
り、災害の発生を防止するとともに豊かな自然環境や美しい景観及び生活環境を保全することを
目的として制定するもの

原案可決
賛成 10：反対０

条　　例（一部改正）

■議案第42号　職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例　
「地方公務員の育児休業等に関する法律」等の改正に伴う関係例規の整備を行うもの

原案可決
賛成 10：反対０

補正予算

■議案第43号　令和４年度村田町一般会計補正予算（第４号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1億 1718 万円を追加するもの

原案可決
賛成 10：反対０

■議案第44号　令和４年度村田町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 24 万円を追加するもの

原案可決
賛成 10：反対０

■議案第45号　令和４年度村田町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 154 万 8 千円を追加するもの

原案可決
賛成 10：反対０

■議案第46号　令和４年度村田町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1505 万 3 千円を追加するもの

原案可決
賛成 10：反対０

■議案第47号　令和４年度村田町上水道事業会計補正予算（第１号）
上水道事業会計予算の収益的支出・資本的収入及び支出の予定額を補正するもの

原案可決
賛成 10：反対０

■議案第48号　令和４年度村田町下水道事業会計補正予算（第１号）
下水道事業会計予算の資本的収入及び支出の予定額を補正するもの

原案可決
賛成 10：反対０

■議案第49号（追加議案）令和４年度村田町一般会計補正予算（第５号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 9404 万円を追加するもの

原案可決
賛成 10：反対０

人　　事

■同意第10号　村田町教育委員会委員の任命について
任期満了に伴い教育委員を任命するため議会の同意を求めるもの
氏名　関場　隆（大字小泉）

同　意
賛成 10：反対０

報　　告

■報告第５号　損害賠償の額を定め和解することについての専決処分の報告について
町道施設管理上の事故に関する損賠償額を定め和解したもの －

会　計　名 歳入総額 歳出総額 翌年度へ繰り
越すべき財源※１ 実質収支額※2

一　般　会　計 6,662,912 6,387,866 99,001 176,045

特
別
会
計

国民健康保険事業 1,275,224 1,267,984 7,240

後期高齢者医療 121,325 119,277 2,048

介護保険事業 1,289,786 1,261,911 27,875

宅地造成事業 62,684 59,898 2,786

小　　　計 9,411,931 9,096,936 99,001 215,994

会　計　名 収入総額 支出総額 収入支出差引額

企
業
会
計 

上水道事業（収益的収支） 439,578 384,426 55,152

上水道事業（資本的収支） 31,113 84,775 △ 53,662

下水道事業（収益的収支） 322,942 304,098 18,844

下水道事業（資本的収支） 190,541 267,320 △ 76,779

工業用水道事業（収益的収支） 8,093 7,222 871

小　　　計 992,267 1,047,841 △ 55,574

合　　　計 10,404,198 10,144,777 99,001 160,420

会　計　名 歳入総額 歳出総額 翌年度へ繰り
越すべき財源※１ 実質収支額※2

一　般　会　計 6,662,912 6,387,866 99,001 176,045

特
別
会
計

国民健康保険事業 1,275,224 1,267,984 7,240

後期高齢者医療 121,325 119,277 2,048

介護保険事業 1,289,786 1,261,911 27,875

宅地造成事業 62,684 59,898 2,786

小　　　計 9,411,931 9,096,936 99,001 215,994

会　計　名 収入総額 支出総額 収入支出差引額

企
業
会
計 

上水道事業（収益的収支） 439,578 384,426 55,152

上水道事業（資本的収支） 31,113 84,775 △ 53,662

下水道事業（収益的収支） 322,942 304,098 18,844

下水道事業（資本的収支） 190,541 267,320 △ 76,779

工業用水道事業（収益的収支） 8,093 7,222 871

小　　　計 992,267 1,047,841 △ 55,574

合　　　計 10,404,198 10,144,777 99,001 160,420

比　率　名 令和３年度 早期健全化基準

①実質赤字比率 －   15.0%

②連結実質赤字比率 －   20.0%

③実質公債費比率   11.8%   25.0%

④将来負担比率   72.4% 350.0%

⑤資金不足比率（宅地造成） －   20.0%

⑥資金不足比率（上水道） －   20.0%

⑦資金不足比率（下水道） －   20.0%

⑧資金不足比率（工水道） －   20.0%



議　案　名 採決結果

■報告第６号　令和３年度一般財団法人村田町ふるさとリフレッシュセンター決算報告について
提出された事業の報告書及び決算書に関する報告 －

■報告第７号　令和３年度村田町財政健全化判断比率の報告について
実質赤字比率・連結実質赤字比率の赤字なし。実質公債費比率・将来負担比率は早期健全化基準
を下回る。

－

■報告第８号　令和３年度村田町宅地造成事業特別会計資金不足比率の報告について
資金不足は発生していない －

■報告第９号　令和３年度村田町上水道事業会計資金不足比率の報告について
資金不足は発生していない －

■報告第10号　令和３年度村田下水道事業会計資金不足比率の報告について
資金不足は発生していない －

■報告第11号　令和３年度村田町工業用水道事業会計資金不足比率の報告について
資金不足は発生していない －

認　　定

■認定第１号　令和３年度村田町一般会計歳入歳出決算認定について 認定

■認定第２号　令和３年度村田町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 認定

■認定第３号　令和３年度村田町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 認定

■認定第４号　令和３年度村田町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 認定

■認定第５号　令和３年度村田町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について 認定

■認定第６号　令和３年度村田町上水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算の認定につ
　　　　　　　いて

認定

■認定第７号　令和３年度村田町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算の認定につ
　　　　　　　いて

認定

■認定第８号　令和３年度村田町工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算の認定
　　　　　　　について

認定

会　計　名 歳入総額 歳出総額 翌年度へ繰り
越すべき財源※１ 実質収支額※2

一　般　会　計 6,662,912 6,387,866 99,001 176,045

特
別
会
計

国民健康保険事業 1,275,224 1,267,984 7,240

後期高齢者医療 121,325 119,277 2,048

介護保険事業 1,289,786 1,261,911 27,875

宅地造成事業 62,684 59,898 2,786

小　　　計 9,411,931 9,096,936 99,001 215,994

会　計　名 収入総額 支出総額 収入支出差引額

企
業
会
計 

上水道事業（収益的収支） 439,578 384,426 55,152

上水道事業（資本的収支） 31,113 84,775 △ 53,662

下水道事業（収益的収支） 322,942 304,098 18,844

下水道事業（資本的収支） 190,541 267,320 △ 76,779

工業用水道事業（収益的収支） 8,093 7,222 871

小　　　計 992,267 1,047,841 △ 55,574

合　　　計 10,404,198 10,144,777 99,001 160,420

会　計　名 歳入総額 歳出総額 翌年度へ繰り
越すべき財源※１ 実質収支額※2

一　般　会　計 6,662,912 6,387,866 99,001 176,045

特
別
会
計

国民健康保険事業 1,275,224 1,267,984 7,240

後期高齢者医療 121,325 119,277 2,048

介護保険事業 1,289,786 1,261,911 27,875

宅地造成事業 62,684 59,898 2,786

小　　　計 9,411,931 9,096,936 99,001 215,994

会　計　名 収入総額 支出総額 収入支出差引額

企
業
会
計 

上水道事業（収益的収支） 439,578 384,426 55,152

上水道事業（資本的収支） 31,113 84,775 △ 53,662

下水道事業（収益的収支） 322,942 304,098 18,844

下水道事業（資本的収支） 190,541 267,320 △ 76,779

工業用水道事業（収益的収支） 8,093 7,222 871

小　　　計 992,267 1,047,841 △ 55,574

合　　　計 10,404,198 10,144,777 99,001 160,420



議　案　名 採決結果

条　　例（制定）

■議案第41号　村田町再生可能エネルギー発電施設の設置等に関する条例の制定について
再生可能エネルギー発電施設の適正な設置、管理、届出等について必要な事項を定めることによ
り、災害の発生を防止するとともに豊かな自然環境や美しい景観及び生活環境を保全することを
目的として制定するもの

原案可決
賛成 10：反対０

条　　例（一部改正）

■議案第42号　職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例　
「地方公務員の育児休業等に関する法律」等の改正に伴う関係例規の整備を行うもの

原案可決
賛成 10：反対０

補正予算

■議案第43号　令和４年度村田町一般会計補正予算（第４号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1億 1718 万円を追加するもの

原案可決
賛成 10：反対０

■議案第44号　令和４年度村田町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 24 万円を追加するもの

原案可決
賛成 10：反対０

■議案第45号　令和４年度村田町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 154 万 8 千円を追加するもの

原案可決
賛成 10：反対０

■議案第46号　令和４年度村田町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1505 万 3 千円を追加するもの

原案可決
賛成 10：反対０

■議案第47号　令和４年度村田町上水道事業会計補正予算（第１号）
上水道事業会計予算の収益的支出・資本的収入及び支出の予定額を補正するもの

原案可決
賛成 10：反対０

■議案第48号　令和４年度村田町下水道事業会計補正予算（第１号）
下水道事業会計予算の資本的収入及び支出の予定額を補正するもの

原案可決
賛成 10：反対０

■議案第49号（追加議案）令和４年度村田町一般会計補正予算（第５号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 9404 万円を追加するもの

原案可決
賛成 10：反対０

人　　事

■同意第10号　村田町教育委員会委員の任命について
任期満了に伴い教育委員を任命するため議会の同意を求めるもの
氏名　関場　隆（大字小泉）

同　意
賛成 10：反対０

報　　告

■報告第５号　損害賠償の額を定め和解することについての専決処分の報告について
町道施設管理上の事故に関する損賠償額を定め和解したもの －

比　率　名 令和３年度 早期健全化基準

①実質赤字比率 －   15.0%

②連結実質赤字比率 －   20.0%

③実質公債費比率   11.8%   25.0%

④将来負担比率   72.4% 350.0%

⑤資金不足比率（宅地造成） －   20.0%

⑥資金不足比率（上水道） －   20.0%

⑦資金不足比率（下水道） －   20.0%

⑧資金不足比率（工水道） －   20.0%



議　案　名 採決結果

■報告第６号　令和３年度一般財団法人村田町ふるさとリフレッシュセンター決算報告について
提出された事業の報告書及び決算書に関する報告 －

■報告第７号　令和３年度村田町財政健全化判断比率の報告について
実質赤字比率・連結実質赤字比率の赤字なし。実質公債費比率・将来負担比率は早期健全化基準
を下回る。

－

■報告第８号　令和３年度村田町宅地造成事業特別会計資金不足比率の報告について
資金不足は発生していない －

■報告第９号　令和３年度村田町上水道事業会計資金不足比率の報告について
資金不足は発生していない －

■報告第10号　令和３年度村田下水道事業会計資金不足比率の報告について
資金不足は発生していない －

■報告第11号　令和３年度村田町工業用水道事業会計資金不足比率の報告について
資金不足は発生していない －

認　　定

■認定第１号　令和３年度村田町一般会計歳入歳出決算認定について 認定

■認定第２号　令和３年度村田町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 認定

■認定第３号　令和３年度村田町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 認定

■認定第４号　令和３年度村田町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 認定

■認定第５号　令和３年度村田町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について 認定

■認定第６号　令和３年度村田町上水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算の認定につ
　　　　　　　いて

認定

■認定第７号　令和３年度村田町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算の認定につ
　　　　　　　いて

認定

■認定第８号　令和３年度村田町工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算の認定
　　　　　　　について

認定



議　案　名 採決結果

条　　例（制定）

■議案第41号　村田町再生可能エネルギー発電施設の設置等に関する条例の制定について
再生可能エネルギー発電施設の適正な設置、管理、届出等について必要な事項を定めることによ
り、災害の発生を防止するとともに豊かな自然環境や美しい景観及び生活環境を保全することを
目的として制定するもの

原案可決
賛成 10：反対０

条　　例（一部改正）

■議案第42号　職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例　
「地方公務員の育児休業等に関する法律」等の改正に伴う関係例規の整備を行うもの

原案可決
賛成 10：反対０

補正予算

■議案第43号　令和４年度村田町一般会計補正予算（第４号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1億 1718 万円を追加するもの

原案可決
賛成 10：反対０

■議案第44号　令和４年度村田町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 24 万円を追加するもの

原案可決
賛成 10：反対０

■議案第45号　令和４年度村田町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 154 万 8 千円を追加するもの

原案可決
賛成 10：反対０

■議案第46号　令和４年度村田町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1505 万 3 千円を追加するもの

原案可決
賛成 10：反対０

■議案第47号　令和４年度村田町上水道事業会計補正予算（第１号）
上水道事業会計予算の収益的支出・資本的収入及び支出の予定額を補正するもの

原案可決
賛成 10：反対０

■議案第48号　令和４年度村田町下水道事業会計補正予算（第１号）
下水道事業会計予算の資本的収入及び支出の予定額を補正するもの

原案可決
賛成 10：反対０

■議案第49号（追加議案）令和４年度村田町一般会計補正予算（第５号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 9404 万円を追加するもの

原案可決
賛成 10：反対０

人　　事

■同意第10号　村田町教育委員会委員の任命について
任期満了に伴い教育委員を任命するため議会の同意を求めるもの
氏名　関場　隆（大字小泉）

同　意
賛成 10：反対０

報　　告

■報告第５号　損害賠償の額を定め和解することについての専決処分の報告について
町道施設管理上の事故に関する損賠償額を定め和解したもの －


















