
議 案 等 審 議 結 果

案件番号案件番号案件番号案件番号 件        名件        名件        名件        名 上程月日上程月日上程月日上程月日 議決月日議決月日議決月日議決月日 議決結果議決結果議決結果議決結果 付託委員会付託委員会付託委員会付託委員会

10

人権擁護委員候補者の推薦について 11月28日 11月28日 異議なし諮問

11

人権擁護委員候補者の推薦について 11月28日 11月28日 異議なし諮問

12

人権擁護委員候補者の推薦について 11月28日 11月28日 異議なし諮問

63

専決処分の報告について（損害賠償額の
決定及び和解について）

11月28日 11月28日 報告報告

64

専決処分の報告について（損害賠償額の
決定及び和解について）

11月28日 11月28日 報告報告

7

公平委員会委員の選任について 11月28日 11月28日 同意同意

8

監査委員の選任について 12月14日 12月14日 同意同意

9

社会保障と税の一体改革による消費税増
税に反対する意見書

12月14日 12月14日 原案可決議会案

10

原子力発電所の廃止・再生可能エネルギ
ーによる発電の推進を求める意見書

12月14日 12月14日 原案可決議会案

11

介護職員待遇改善交付金の継続を求める
意見書

12月14日 12月14日 原案可決議会案

12

地方消費者行政充実のための国による支
援に関する意見書

12月14日 12月14日 原案可決議会案

13

年金受給資格期間を10年に短縮すること
を求める意見書

12月14日 12月14日 原案可決議会案



案件番号案件番号案件番号案件番号 件        名件        名件        名件        名 上程月日上程月日上程月日上程月日 議決月日議決月日議決月日議決月日 議決結果議決結果議決結果議決結果 付託委員会付託委員会付託委員会付託委員会

125

横手市建築審査会条例 11月28日 12月14日 原案可決 建設議案

126

横手市建築基準法等関係手数料条例 11月28日 12月14日 原案可決 建設議案

127

横手市特定用途制限地域における建築物
の用途の制限に関する条例

11月28日 12月14日 原案可決 建設議案

128

横手市空き家等の適正管理に関する条例 11月28日 12月14日 原案可決 総務文教議案

129

横手市行政組織条例等の一部を改正する
条例

11月28日 12月14日 原案可決 建設議案

130

横手市災害弔慰金の支給等に関する条例
の一部を改正する条例

11月28日 12月14日 原案可決 厚生議案

131

横手市障害者支援施設設置条例の一部
を改正する条例

11月28日 12月14日 原案可決 厚生議案

132

横手市中小企業融資あっせんに関する条
例の一部を改正する条例

11月28日 12月14日 原案可決 産業経済議案

133

横手市公民館設置条例及び横手市立図
書館設置条例の一部を改正する条例

11月28日 12月14日 原案可決 総務文教議案

134

横手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及び横手市
スポーツ振興審議会条例の一部を改正す
る条例

11月28日 12月14日 原案可決 総務文教議案

135

公の施設の指定管理者の指定について（
あいのの温泉　鶴ヶ池荘）

11月28日 12月14日 原案可決 産業経済議案

136

公の施設の指定管理者の指定について（
横手市大雄ふるさとセンター　1号館・3号
館）

11月28日 12月14日 原案可決 産業経済議案

137

公の施設の指定管理者の指定について（
真人山荘）

11月28日 12月14日 原案可決 産業経済議案



案件番号案件番号案件番号案件番号 件        名件        名件        名件        名 上程月日上程月日上程月日上程月日 議決月日議決月日議決月日議決月日 議決結果議決結果議決結果議決結果 付託委員会付託委員会付託委員会付託委員会

138

公の施設の指定管理者の指定について（
横手市障害者支援施設ひまわり社）

11月28日 12月14日 原案可決 厚生議案

139

公の施設の指定管理者の指定について（
上畑温泉　ゆーらく）

11月28日 12月14日 原案可決 産業経済議案

140

公の施設の指定管理者の指定について（
上畑温泉　さわらび）

11月28日 12月14日 原案可決 産業経済議案

141

公の施設の指定管理者の指定について（
まめでらが～道の駅十文字）

11月28日 12月14日 原案可決 産業経済議案

142

公の施設の指定管理者の指定について（
観光物産センター蔵の駅　旧石平金物店）

11月28日 12月14日 原案可決 産業経済議案

143

公の施設の指定管理者の指定について（
東槻多目的集落集会所・桑ノ木多目的集
落集会所・三ツ屋多目的集落集会所）

11月28日 12月14日 原案可決 産業経済議案

144

公の施設の指定管理者の指定について（
農村公園　39箇所）

11月28日 12月14日 原案可決 建設議案

145

公の施設の指定管理者の指定について（
 天下森ふれあい農園・上畑ふるさと公園）

11月28日 12月14日 原案可決 産業経済議案

146

公の施設の指定管理者の指定について（
地域ふれあい施設たかね・農香庵）

11月28日 12月14日 原案可決 産業経済議案

147

公の施設の指定管理者の指定について（
横手市山内地場産品直売施設）

11月28日 12月14日 原案可決 産業経済議案

148

公の施設の指定管理者の指定について（
 特産品生産施設・穀類乾燥貯蔵施設）

11月28日 12月14日 原案可決 産業経済議案

149

公の施設の指定管理者の指定について（
横手市国産材需要開発センター）

11月28日 12月14日 原案可決 産業経済議案

150

公の施設の指定管理者の指定について（
外畑牧場）

11月28日 12月14日 原案可決 産業経済議案



案件番号案件番号案件番号案件番号 件        名件        名件        名件        名 上程月日上程月日上程月日上程月日 議決月日議決月日議決月日議決月日 議決結果議決結果議決結果議決結果 付託委員会付託委員会付託委員会付託委員会

151

平成23年度横手市市営温泉施設特別会
計への繰入額の変更について

11月28日 12月14日 原案可決 産業経済議案

152

平成23年度横手市一般会計補正予算（第
7号）

11月28日 12月14日 原案可決 一般会計予
算特別

議案

153

平成23年度横手市国民健康保険特別会
計補正予算（第2号）

11月28日 12月14日 原案可決 厚生議案

154

平成23年度横手市後期高齢者医療特別
会計補正予算（第1号）

11月28日 12月14日 原案可決 厚生議案

155

平成23年度横手市介護保険特別会計補
正予算（第3号）

11月28日 12月14日 原案可決 厚生議案

156

平成23年度横手市介護サービス事業特別
会計補正予算（第1号）

11月28日 12月14日 原案可決 厚生議案

157

平成23年度横手市特別養護老人ホーム特
別会計補正予算（第2号）

11月28日 12月14日 原案可決 厚生議案

158

平成23年度横手市介護老人保健施設特
別会計補正予算（第2号）

11月28日 12月14日 原案可決 厚生議案

159

平成23年度横手市指定通所介護事業特
別会計補正予算（第2号）

11月28日 12月14日 原案可決 厚生議案

160

平成23年度横手市障害者支援施設特別
会計補正予算（第2号）

11月28日 12月14日 原案可決 厚生議案

161

平成23年度横手市市営温泉施設特別会
計補正予算（第3号）

11月28日 12月14日 原案可決 産業経済議案

162

平成23年度横手市西成瀬財産区特別会
計補正予算（第1号）

11月28日 12月14日 原案可決 総務文教議案

163

平成23年度横手市病院事業会計補正予
算（第１号）

11月28日 12月14日 原案可決 厚生議案



案件番号案件番号案件番号案件番号 件        名件        名件        名件        名 上程月日上程月日上程月日上程月日 議決月日議決月日議決月日議決月日 議決結果議決結果議決結果議決結果 付託委員会付託委員会付託委員会付託委員会

164

平成23年度横手市水道事業会計補正予
算（第４号）

11月28日 12月14日 原案可決 建設議案

165

横手市一般職の職員の給与に関する条例
等の一部を改正する条例

11月28日 11月28日 原案可決 総務文教議案

166

財産の取得について（緊急告知FMラジオ
購入）

12月07日 12月14日 原案可決 総務文教議案


