
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

15

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）

06月10日 06月10日 報告報告

16

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）

06月10日 06月10日 報告報告

17

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）

06月10日 06月10日 報告報告

18

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）

06月10日 06月10日 報告報告

19

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）

06月10日 06月10日 報告報告

20

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）

06月10日 06月10日 報告報告

21

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）

06月10日 06月10日 報告報告

22

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）

06月10日 06月10日 報告報告

23

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）

06月10日 06月10日 報告報告

24

平成24年度横手市一般会計継続費繰越
計算書の報告について

06月10日 06月10日 報告報告

25

平成24年度横手市水道事業会計継続費
繰越計算書の報告について

06月10日 06月10日 報告報告

26

平成24年度横手市一般会計繰越明許費
繰越計算書の報告について

06月10日 06月10日 報告報告



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

27

平成24年度横手市市営温泉施設特別会
計繰越明許費繰越計算書の報告について

06月10日 06月10日 報告報告

28

平成24年度横手市土地区画整理事業特
別会計繰越明許費繰越計算書の報告に
ついて

06月10日 06月10日 報告報告

29

平成24年度横手市集落排水事業特別会
計繰越明許費繰越計算書の報告について

06月10日 06月10日 報告報告

30

平成24年度横手市水道事業会計予算繰
越計算書の報告について

06月10日 06月10日 報告報告

31

平成24年度横手市下水道事業会計予算
繰越計算書の報告について

06月10日 06月10日 報告報告

32

平成24年度横手市一般会計事故繰越し繰
越計算書の報告について

06月10日 06月10日 報告報告

33

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）

06月19日 06月19日 報告報告

34

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）

06月19日 06月19日 報告報告

35

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）

06月19日 06月19日 報告報告

6

横手市議会議員定数条例の一部を改正
する条例

06月26日 06月26日 原案可決議会案

7

少人数学級の推進などの定数改善と義務
教育費国庫負担制度２分の１復元を求める
意見書

06月26日 06月26日 原案可決議会案

8

地方公務員給与費に係る地方交付税削減
に関する意見書

06月26日 06月26日 原案可決議会案

68

横手市自治基本条例 06月10日 06月26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

69

横手市新型インフルエンザ等対策本部条
例

06月10日 06月26日 原案可決 厚生議案

70

横手市営住宅設置条例の一部を改正する
条例

06月10日 06月26日 原案可決 建設議案

71

横手市水道事業及び下水道事業の設置
等に関する条例の一部を改正する条例

06月10日 06月26日 原案可決 建設議案

72

クリーンプラザよこて整備及び運営事業に
係る特定事業契約の締結について

06月10日 06月10日 原案可決議案

73

工事請負契約の締結について（消防・救急
デジタル無線整備工事）

06月10日 06月26日 原案可決 総務文教議案

74

公の施設の指定管理者の指定について 06月10日 06月26日 原案可決 総務文教議案

75

財産の取得について（小型動力消防ポン
プ）

06月10日 06月26日 原案可決 総務文教議案

76

財産の取得について（水槽付消防ポンプ
自動車）

06月10日 06月26日 原案可決 総務文教議案

77

財産の取得について（除雪ドーザ） 06月10日 06月26日 原案可決 建設議案

78

財産の取得について（除雪ドーザ） 06月10日 06月26日 原案可決 建設議案

79

財産の取得について（除雪ロータリ） 06月10日 06月26日 原案可決 建設議案

80

民事調停の申立て及び調停不成立等の
場合における訴えの提起について

06月10日 06月26日 原案可決 建設議案

81

平成25年度横手市一般会計補正予算（第
2号）

06月10日 06月26日 原案可決 一般会計予
算特別

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

82

平成25年度横手市国民健康保険特別会
計補正予算（第１号）

06月10日 06月26日 原案可決 厚生議案

83

平成25年度横手市介護保険特別会計補
正予算（第１号）

06月10日 06月26日 原案可決 厚生議案

84

平成25年度横手市特別養護老人ホーム特
別会計補正予算（第１号）

06月10日 06月26日 原案可決 厚生議案

85

平成25年度横手市介護老人保健施設特
別会計補正予算（第１号）

06月10日 06月26日 原案可決 厚生議案

86

平成25年度横手市指定通所介護事業特
別会計補正予算（第１号）

06月10日 06月26日 原案可決 厚生議案

87

平成25年度横手市障害者支援施設特別
会計補正予算（第１号）

06月10日 06月26日 原案可決 厚生議案

88

平成25年度横手市市営温泉施設特別会
計補正予算（第１号）

06月10日 06月26日 原案可決 産業経済議案

89

平成25年度横手市土地区画整理事業特
別会計補正予算(第１号）

06月10日 06月26日 原案可決 建設議案

90

平成25年度横手市集落排水事業特別会
計補正予算（第１号）

06月10日 06月26日 原案可決 建設議案

91

平成25年度横手市浄化槽市町村整備推
進事業特別会計補正予算（第１号）

06月10日 06月26日 原案可決 建設議案

92

平成25年度横手市水道事業会計補正予
算（第１号）

06月10日 06月26日 原案可決 建設議案

93

平成25年度横手市下水道事業会計補正
予算（第１号）

06月10日 06月26日 原案可決 建設議案

94

横手市一般職の職員の給与の臨時特例
に関する条例

06月19日 06月26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

95

横手市特別職の職員で常勤のものの給与
及び旅費に関する条例等の一部を改正す
る条例

06月19日 06月26日 原案可決 総務文教議案

96

工事請負契約の締結について（山内地域
多目的総合施設建設工事）

06月19日 06月26日 原案可決 総務文教議案

97

財産の取得について（災害対応特殊水槽
付消防ポンプ自動車）

06月19日 06月26日 原案可決 総務文教議案

98

平成25年度横手市一般会計補正予算（第
3号）

06月19日 06月26日 原案可決 一般会計予
算特別

議案


