
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

37

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26日 11月26日 報告報告

38

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26日 11月26日 報告報告

39

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）

12月05日 12月05日 報告報告

40

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）

12月05日 12月05日 報告報告

2

公平委員会委員の任命について 11月26日 11月26日 同意同意

11

専決処分の承認を求めることについて（平
成24年度横手市一般会計補正予算（第7
号））

11月26日 11月26日 承認承認

122

横手市指定地域密着型サービスの事業の
人員、設備及び運営に関する基準を定め
る条例

11月26日 12月12日 原案可決 厚生議案

123

横手市指定地域密着型介護予防サービス
の事業の人員、設備及び運営並びに指定
地域密着型介護予防サービスに係る介護
予防のための効果的な支援の方法に関す
る基準を定める条例

11月26日 12月12日 原案可決 厚生議案

124

横手市準用河川管理施設等の構造の技
術的基準を定める条例

11月26日 12月12日 原案可決 建設議案

125

横手市道路の構造の技術的基準等を定め
る条例

11月26日 12月12日 原案可決 建設議案

126

横手市営住宅及び共同施設整備基準条
例

11月26日 12月12日 原案可決 建設議案

127

横手市屋外広告物条例 11月26日 12月12日 原案可決 建設議案



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

128

横手市布設工事監督者の配置基準及び
資格基準並びに水道技術管理者の資格
基準に関する条例

11月26日 12月12日 原案可決 建設議案

129

横手市金沢中野財産区管理会条例 11月26日 12月12日 原案可決 総務文教議案

130

横手市老人憩の家設置条例の一部を改正
する条例

11月26日 12月12日 原案可決 厚生議案

131

横手市廃棄物の処理及び清掃に関する条
例の一部を改正する条例

11月26日 12月12日 原案可決 厚生議案

132

横手市環境保全条例の一部を改正する条
例

11月26日 12月12日 原案可決 厚生議案

133

横手市介護保険条例の一部を改正する条
例

11月26日 12月12日 原案可決 厚生議案

134

横手市商店街振興駐車場設置条例の一
部を改正する条例

11月26日 12月12日 原案可決 産業経済議案

135

横手市集落排水施設条例及び横手市集
落排水事業受益者分担に関する条例の一
部を改正する条例

11月26日 12月12日 原案可決 建設議案

136

横手市営住宅管理条例の一部を改正する
条例

11月26日 12月12日 原案可決 建設議案

137

横手市特定公共賃貸住宅管理条例の一
部を改正する条例

11月26日 12月12日 原案可決 建設議案

138

横手市単独住宅条例の一部を改正する条
例

11月26日 12月12日 原案可決 建設議案

139

横手市下水道条例等の一部を改正する条
例

11月26日 12月12日 原案可決 建設議案

140

公の施設の指定管理者の指定について（
十文字町仁井田総合コミュニティセンター）

11月26日 12月12日 原案可決 総務文教議案



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

141

公の施設の指定管理者の指定の期間の変
更について（いきいきの郷）

11月26日 12月12日 原案可決 厚生議案

142

公の施設の指定管理者の指定の期間の変
更について（雄水苑）

11月26日 12月12日 原案可決 厚生議案

143

公の施設の指定管理者の指定の期間の変
更について（憩寿園）

11月26日 12月12日 原案可決 厚生議案

144

公の施設の指定管理者の指定の期間の変
更について（鶴寿苑）

11月26日 12月12日 原案可決 厚生議案

145

横手市土地開発公社の解散について 11月26日 12月12日 原案可決 総務文教議案

146

平成24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26日 12月12日 原案可決 産業経済議案

147

平成24年度横手市一般会計補正予算(第
8号)

11月26日 12月12日 原案可決 一般会計予
算特別

議案

148

平成24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26日 12月12日 原案可決 厚生議案

149

平成24年度横手市介護保険特別会計補
正予算(第3号)

11月26日 12月12日 原案可決 厚生議案

150

平成24年度横手市介護サービス事業特別
会計補正予算(第2号)

11月26日 12月12日 原案可決 厚生議案

151

平成24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26日 12月12日 原案可決 厚生議案

152

平成24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26日 12月12日 原案可決 厚生議案

153

平成24年度横手市市営温泉施設特別会
計補正予算(第3号)

11月26日 12月12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

154

平成24年度横手市集落排水事業特別会
計補正予算(第2号)

11月26日 12月12日 原案可決 建設議案

155

平成24年度横手市病院事業会計補正予
算(第2号)

11月26日 12月12日 原案可決 厚生議案

156

平成24年度横手市水道事業会計補正予
算(第2号)

11月26日 12月12日 原案可決 建設議案

157

土地の取得について（クリーンプラザよこて
建設地）

12月05日 12月12日 原案可決 厚生議案


