
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

1

人権擁護委員候補者の推薦について 08月26日 08月26日 異議なし諮問

2

人権擁護委員候補者の推薦について 08月26日 08月26日 異議なし諮問

3

人権擁護委員候補者の推薦について 08月26日 08月26日 異議なし諮問

4

人権擁護委員候補者の推薦について 08月26日 08月26日 異議なし諮問

5

人権擁護委員候補者の推薦について 08月26日 08月26日 異議なし諮問

6

人権擁護委員候補者の推薦について 08月26日 08月26日 異議なし諮問

7

人権擁護委員候補者の推薦について 08月26日 08月26日 異議なし諮問

36

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）

08月26日 08月26日 報告報告

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）

08月26日 08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）

08月26日 08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）

08月26日 08月26日 報告報告

40

平成24年度横手市一般会計継続費精算
計算書の報告について

08月26日 08月26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

41

平成24年度横手市財政健全化判断比率
の報告について

09月20日 09月20日 報告報告

42

平成24年度横手市公営企業に係る資金不
足比率の報告について

09月20日 09月20日 報告報告

1

平成24年度横手市一般会計歳入歳出決
算の認定について

08月27日 09月20日 認定 決算特別認定

2

平成24年度横手市国民健康保険特別会
計歳入歳出決算の認定について

08月27日 09月20日 認定 決算特別認定

3

平成24年度横手市後期高齢者医療特別
会計歳入歳出決算の認定について

08月27日 09月20日 認定 決算特別認定

4

平成24年度横手市介護保険特別会計歳
入歳出決算の認定について

08月27日 09月20日 認定 決算特別認定

5

平成24年度横手市介護サービス事業特別
会計歳入歳出決算の認定について

08月27日 09月20日 認定 決算特別認定

6

平成24年度横手市特別養護老人ホーム特
別会計歳入歳出決算の認定について

08月27日 09月20日 認定 決算特別認定

7

平成24年度横手市介護老人保健施設特
別会計歳入歳出決算の認定について

08月27日 09月20日 認定 決算特別認定

8

平成24年度横手市指定通所介護事業特
別会計歳入歳出決算の認定について

08月27日 09月20日 認定 決算特別認定

9

平成24年度横手市障害者支援施設特別
会計歳入歳出決算の認定について

08月27日 09月20日 認定 決算特別認定

10

平成24年度横手市市営温泉施設特別会
計歳入歳出決算の認定について

08月27日 09月20日 認定 決算特別認定

11

平成24年度横手市土地区画整理事業特
別会計歳入歳出決算の認定について

08月27日 09月20日 認定 決算特別認定



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

12

平成24年度横手市集落排水事業特別会
計歳入歳出決算の認定について

08月27日 09月20日 認定 決算特別認定

13

平成24年度横手市浄化槽市町村整備推
進事業特別会計歳入歳出決算の認定に
ついて

08月27日 09月20日 認定 決算特別認定

14

平成24年度横手市横手町四町財産区特
別会計歳入歳出決算の認定について

08月27日 09月20日 認定 決算特別認定

15

平成24年度横手市横手地域財産管理特
別会計歳入歳出決算の認定について

08月27日 09月20日 認定 決算特別認定

16

平成24年度横手市前郷地区特別会計歳
入歳出決算の認定について

08月27日 09月20日 認定 決算特別認定

17

平成24年度横手市金沢中野財産区特別
会計歳入歳出決算の認定について

08月27日 09月20日 認定 決算特別認定

18

平成24年度横手市西成瀬財産区特別会
計歳入歳出決算の認定について

08月27日 09月20日 認定 決算特別認定

19

平成24年度横手市醍醐財産区特別会計
歳入歳出決算の認定について

08月27日 09月20日 認定 決算特別認定

20

平成24年度横手市里見財産区特別会計
歳入歳出決算の認定について

08月27日 09月20日 認定 決算特別認定

21

平成24年度横手市福地財産区特別会計
歳入歳出決算の認定について

08月27日 09月20日 認定 決算特別認定

22

平成24年度横手市舘合財産区特別会計
歳入歳出決算の認定について

08月27日 09月20日 認定 決算特別認定

23

平成24年度横手市病院事業会計決算の
認定について

08月27日 09月20日 認定 決算特別認定

24

平成24年度横手市水道事業会計決算の
認定について

08月27日 09月20日 認定 決算特別認定



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

25

平成24年度横手市下水道事業会計決算
の認定について

08月27日 09月20日 認定 決算特別認定

9

横手市議会議員政治倫理条例 09月20日 09月20日 原案可決議会案

10

横手市議会委員会条例の一部を改正する
条例

09月20日 09月20日 原案可決議会案

11

横手市議会会議規則の一部を改正する規
則

09月20日 09月20日 原案可決議会案

12

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の一部を改
正する条例

09月20日 09月20日 原案可決議会案

13

地方税財源の充実確保を求める意見書 09月20日 09月20日 原案可決議会案

14

経済・雇用対策強化のための地方財政の
充実を求める意見書

09月20日 09月20日 原案可決議会案

99

横手市伝統的建造物群保存地区における
横手市市税賦課徴収条例の特例を定める
条例

08月26日 09月20日 原案可決 総務文教議案

100

横手市子ども・子育て会議設置条例 08月26日 09月20日 原案可決 厚生議案

101

横手市増田町地域センター設置条例の一
部を改正する条例

08月26日 09月20日 原案可決 総務文教議案

102

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の一部を改
正する条例

08月26日 09月20日 原案可決 総務文教議案

103

横手市特別養護老人ホーム設置条例の一
部を改正する等の条例

08月26日 09月20日 原案可決 厚生議案

104

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

08月26日 09月20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

105

横手市増田伝統的建造物伝承施設設置
条例の一部を改正する条例

08月26日 09月20日 原案可決 総務文教議案

106

横手市火災予防条例の一部を改正する条
例

08月26日 09月20日 原案可決 総務文教議案

107

横手市消防団員の定員、任免、給与、服
務等に関する条例の一部を改正する条例

08月26日 09月20日 原案可決 総務文教議案

108

横手市立学校設置条例の一部を改正する
条例

08月26日 09月20日 原案可決 総務文教議案

109

工事請負契約の締結について（雄物川小
学校建設工事）

08月26日 08月26日 原案可決議案

110

工事請負契約の締結について（雄物川小
学校電気設備工事）

08月26日 08月26日 原案可決議案

111

工事請負契約の締結について（雄物川小
学校機械設備工事）

08月26日 08月26日 原案可決議案

112

財産の取得について（除雪ドーザ） 08月26日 09月20日 原案可決 建設議案

113

財産の取得について（天下森スキー場圧
雪車）

08月26日 09月20日 原案可決 総務文教議案

114

財産の取得について（平鹿中学校及び雄
物川北小学校スクールバス）

08月26日 09月20日 原案可決 総務文教議案

115

財産の無償譲渡について（特別養護老人
ホーム憩寿園）

08月26日 09月20日 原案可決 厚生議案

116

財産の無償譲渡について（特別養護老人
ホーム雄水苑）

08月26日 09月20日 原案可決 厚生議案

117

財産の無償譲渡について（特別養護老人
ホーム鶴寿苑）

08月26日 09月20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

118

財産の無償譲渡について（特別養護老人
ホームシルバードームいきいきの郷）

08月26日 09月20日 原案可決 厚生議案

119

財産の無償譲渡について（特別養護老人
ホームすこやか大雄）

08月26日 09月20日 原案可決 厚生議案

120

財産の無償譲渡について（特別養護老人
ホーム平寿苑）

08月26日 09月20日 原案可決 厚生議案

121

財産の無償譲渡について（デイサービスセ
ンター康寿館）

08月26日 09月20日 原案可決 厚生議案

122

財産の無償譲渡について（デイサービスセ
ンターふるさと館）

08月26日 09月20日 原案可決 厚生議案

123

財産の無償譲渡について（デイサービスセ
ンター雄風荘）

08月26日 09月20日 原案可決 厚生議案

124

平成25年度横手市一般会計補正予算(第
4号)

08月26日 09月20日 原案可決 一般会計予
算特別

議案

125

平成25年度横手市介護保険特別会計補
正予算(第2号)

08月26日 09月20日 原案可決 厚生議案

126

平成25年度横手市市営温泉施設特別会
計補正予算(第2号)

08月26日 09月20日 原案可決 産業経済議案

127

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2号)

08月26日 09月20日 原案可決 建設議案

128

平成25年度横手市舘合財産区特別会計
補正予算(第1号)

08月26日 09月20日 原案可決 総務文教議案

129

平成25年度横手市病院事業会計補正予
算(第1号)

08月26日 09月20日 原案可決 厚生議案

130

損害賠償の額を定めること及びこれに伴う
和解に関することについて

09月06日 09月20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

131

平成25年度横手市一般会計補正予算(第
5号)

09月06日 09月20日 原案可決 一般会計予
算特別

議案


