
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

46

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02日 12月02日 報告報告

1

教育委員会委員の任命について 12月02日 12月02日 同意同意

2

教育委員会委員の任命について 12月02日 12月02日 同意同意

3

公平委員会委員の選任について 12月02日 12月02日 同意同意

4

監査委員の選任について 12月18日 12月18日 同意同意

5

監査委員の選任について 12月18日 12月18日 同意同意

6

監査委員の選任について 12月18日 12月18日 同意同意

15

介護職員の処遇改善を求める意見書 12月18日 12月18日 原案可決議会案

16

日本国憲法をいかし、安定した雇用の実
現を求める意見書

12月18日 12月18日 原案可決議会案

133

横手市交流センター設置条例等の一部を
改正する条例

12月02日 12月18日 原案可決 総務文教議案

134

横手市地域コミュニティ施設設置条例の一
部を改正する条例

12月02日 12月18日 原案可決 総務文教議案

135

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

12月02日 12月18日 原案可決 産業建設議案



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

136

横手市市税賦課徴収条例の一部を改正
する条例

12月02日 12月18日 原案可決 総務文教議案

137

横手市入湯税条例の一部を改正する条例 12月02日 12月18日 原案可決 総務文教議案

138

横手市諸収入金に係る督促手数料及び延
滞金の徴収に関する条例の一部を改正す
る条例

12月02日 12月18日 原案可決 総務文教議案

139

横手市後期高齢者医療に関する条例の一
部を改正する条例

12月02日 12月18日 原案可決 厚生議案

140

横手市浄化槽市町村整備推進事業に関
する条例等の一部を改正する条例

12月02日 12月18日 原案可決 産業建設議案

141

横手市国民健康保険税条例の一部を改
正する条例

12月02日 12月18日 原案可決 総務文教議案

142

横手市介護保険条例の一部を改正する条
例

12月02日 12月18日 原案可決 厚生議案

143

横手市集落排水事業受益者分担に関する
条例及び横手市下水道事業受益者負担
及び分担に関する条例の一部を改正する
条例

12月02日 12月18日 原案可決 産業建設議案

144

横手市営住宅管理条例の一部を改正する
条例

12月02日 12月18日 原案可決 産業建設議案

145

横手市病院事業使用料及び手数料条例
の一部を改正する条例

12月02日 12月18日 原案可決 厚生議案

146

民事調停申立事件に係る調停案の受諾に
ついて

12月02日 12月18日 原案可決 産業建設議案

147

権利の放棄について 12月02日 12月18日 原案可決 産業建設議案

148

字の区域の変更について 12月02日 12月18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

149

平成２５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

12月02日 12月18日 原案可決 産業建設議案

150

平成25年度横手市一般会計補正予算(第
6号)

12月02日 12月18日 原案可決 一般会計予
算特別

議案

151

平成25年度横手市国民健康保険特別会
計補正予算(第2号)

12月02日 12月18日 原案可決 厚生議案

152

平成25年度横手市後期高齢者医療特別
会計補正予算(第1号)

12月02日 12月18日 原案可決 厚生議案

153

平成25年度横手市介護保険特別会計補
正予算(第3号)

12月02日 12月18日 原案可決 厚生議案

154

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2号）

12月02日 12月18日 原案可決 厚生議案

155

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2号)

12月02日 12月18日 原案可決 厚生議案

156

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2号)

12月02日 12月18日 原案可決 厚生議案

157

平成25年度横手市障害者支援施設特別
会計補正予算(第2号)

12月02日 12月18日 原案可決 厚生議案

158

平成25年度横手市市営温泉施設特別会
計補正予算(第3号)

12月02日 12月18日 原案可決 産業建設議案

159

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3号)

12月02日 12月18日 原案可決 産業建設議案

160

平成25年度横手市集落排水事業特別会
計補正予算（第2号）

12月02日 12月18日 原案可決 産業建設議案

161

平成25年度横手市病院事業会計補正予
算(第2号)

12月02日 12月18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

162

横手市監査委員に関する条例等の一部を
改正する条例

12月11日 12月18日 原案可決 総務文教議案

163

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

12月11日 12月18日 原案可決 産業建設議案

164

平成25年度横手市一般会計補正予算（第
7号）

12月11日 12月18日 原案可決 一般会計予
算特別

議案


