
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 02月23日 02月23日 異議なし諮問

2

人権擁護委員候補者の推薦について 02月23日 02月23日 異議なし諮問

3

人権擁護委員候補者の推薦について 02月23日 02月23日 異議なし諮問

4

人権擁護委員候補者の推薦について 02月23日 02月23日 異議なし諮問

5

人権擁護委員候補者の推薦について 02月23日 02月23日 異議なし諮問

6

人権擁護委員候補者の推薦について 02月23日 02月23日 異議なし諮問

7

人権擁護委員候補者の推薦について 02月23日 02月23日 異議なし諮問

1

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）

02月23日 02月23日 報告報告

2

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）

02月23日 02月23日 報告報告

3

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）

02月23日 02月23日 報告報告

1

副市長の選任について 03月19日 03月19日 同意同意

1

横手市議会委員会条例の一部を改正する
条例

03月19日 03月19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

2

横手市子どものための教育・保育給付に関
する条例

02月23日 03月19日 原案可決 厚生議案

3

横手市指定介護予防支援等の事業の人
員及び運営並びに指定介護予防支援等
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

02月23日 03月19日 原案可決 厚生議案

4

横手市包括的支援事業の実施に関する基
準を定める条例

02月23日 03月19日 原案可決 厚生議案

5

横手市行政手続条例の一部を改正する条
例

02月23日 03月19日 原案可決 総務文教議案

6

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等の一部を
改正する条例

02月23日 03月19日 原案可決 総務文教議案

7

横手市死亡獣畜保冷施設設置条例の一
部を改正する条例

02月23日 03月19日 原案可決 産業建設議案

8

横手市介護保険条例の一部を改正する条
例

02月23日 03月19日 原案可決 厚生議案

9

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
る条例及び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の一部
を改正する条例

02月23日 03月19日 原案可決 厚生議案

10

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

02月23日 03月19日 原案可決 産業建設議案

11

横手市観光文化施設入場料を定める条例
及び横手市郷土資料館施設設置条例の
一部を改正する条例

02月23日 03月19日 原案可決 総務文教議案

12

横手市農村公園等設置条例の一部を改
正する条例

02月23日 03月19日 原案可決 産業建設議案

13

横手市道路占用等に関する条例の一部を
改正する条例

02月23日 03月19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

14

横手市建築基準法等関係手数料条例及
び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の一部を改
正する条例

02月23日 03月19日 原案可決 産業建設議案

15

横手市若者定住促進住宅貸付譲渡条例
の一部を改正する条例

02月23日 03月19日 原案可決 産業建設議案

16

横手市災害危険区域に関する条例の一部
を改正する条例

02月23日 03月19日 原案可決 産業建設議案

17

横手市都市公園条例の一部を改正する条
例

02月23日 03月19日 原案可決 産業建設議案

18

横手市社会体育施設設置条例の一部を
改正する条例

02月23日 03月19日 原案可決 総務文教議案

19

横手市病院事業の設置等に関する条例の
一部を改正する条例

02月23日 03月19日 原案可決 厚生議案

20

横手市教育センター設置条例を廃止する
条例

02月23日 03月19日 原案可決 総務文教議案

21

権利の放棄について 02月23日 03月19日 原案可決 産業建設議案

22

公の施設の指定管理者の指定期間の変
更について

02月23日 03月19日 原案可決 産業建設議案

23

公の施設の指定管理者の指定期間の変
更について

02月23日 03月19日 原案可決 産業建設議案

24

公の施設の指定管理者の指定期間の変
更について

02月23日 03月19日 原案可決 産業建設議案

25

公の施設の指定管理者の指定期間の変
更について

02月23日 03月19日 原案可決 産業建設議案

26

公の施設の指定管理者の指定期間の変
更について

02月23日 03月19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

27

公の施設の指定管理者の指定について 02月23日 03月19日 原案可決 産業建設議案

28

公の施設の指定管理者の指定について 02月23日 03月19日 原案可決 産業建設議案

29

公の施設の指定管理者の指定について 02月23日 03月19日 原案可決 産業建設議案

30

公の施設の指定管理者の指定について 02月23日 03月19日 原案可決 産業建設議案

31

公の施設の指定管理者の指定について 02月23日 03月19日 原案可決 産業建設議案

32

公の施設の指定管理者の指定について 02月23日 03月19日 原案可決 産業建設議案

33

公の施設の指定管理者の指定について 02月23日 03月19日 原案可決 産業建設議案

34

公の施設の指定管理者の指定について 02月23日 03月19日 原案可決 産業建設議案

35

市道路線の廃止について 02月23日 03月19日 原案可決 産業建設議案

36

市道路線の認定について 02月23日 03月19日 原案可決 産業建設議案

37

平成26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

02月23日 03月19日 原案可決 産業建設議案

38

平成26年度横手市一般会計補正予算(第
9号)

02月23日 03月19日 原案可決 一般会計予
算特別

議案

39

平成26年度横手市国民健康保険特別会
計補正予算(第3号)

02月23日 03月19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

40

平成26年度横手市後期高齢者医療特別
会計補正予算(第2号)

02月23日 03月19日 原案可決 厚生議案

41

平成26年度横手市介護保険特別会計補
正予算(第4号)

02月23日 03月19日 原案可決 厚生議案

42

平成26年度横手市市営温泉施設特別会
計補正予算（第4号）

02月23日 03月19日 原案可決 産業建設議案

43

平成26年度横手市土地区画整理事業特
別会計補正予算（第3号）

02月23日 03月19日 原案可決 産業建設議案

44

平成26年度横手市集落排水事業特別会
計補正予算（第3号）

02月23日 03月19日 原案可決 産業建設議案

45

平成26年度横手市西成瀬財産区特別会
計補正予算（第1号）

02月23日 03月19日 原案可決 総務文教議案

46

平成26年度横手市病院事業会計補正予
算(第5号)

02月23日 03月19日 原案可決 厚生議案

47

平成26年度横手市水道事業会計補正予
算(第2号)

02月23日 03月19日 原案可決 産業建設議案

48

平成26年度横手市下水道事業会計補正
予算(第4号)

02月23日 03月19日 原案可決 産業建設議案

49

平成27年度横手市市営温泉施設特別会
計への繰入れについて

02月24日 03月19日 原案可決 産業建設議案

50

平成27年度横手市集落排水事業特別会
計への繰入れについて

02月24日 03月19日 原案可決 産業建設議案

51

平成27年度横手市浄化槽市町村整備推
進事業特別会計への繰入れについて

02月24日 03月19日 原案可決 産業建設議案

52

平成27年度横手市一般会計予算 02月24日 03月19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

53

平成27年度横手市国民健康保険特別会
計予算

02月24日 03月19日 原案可決 厚生議案

54

平成27年度横手市後期高齢者医療特別
会計予算

02月24日 03月19日 原案可決 厚生議案

55

平成27年度横手市介護保険特別会計予
算

02月24日 03月19日 原案可決 厚生議案

56

平成27年度横手市介護サービス事業特別
会計予算

02月24日 03月19日 原案可決 厚生議案

57

平成27年度横手市特別養護老人ホーム特
別会計予算

02月24日 03月19日 原案可決 厚生議案

58

平成27年度横手市介護老人保健施設特
別会計予算

02月24日 03月19日 原案可決 厚生議案

59

平成27年度横手市指定通所介護事業特
別会計予算

02月24日 03月19日 原案可決 厚生議案

60

平成27年度横手市障害者支援施設特別
会計予算

02月24日 03月19日 原案可決 厚生議案

61

平成27年度横手市市営温泉施設特別会
計予算

02月24日 03月19日 原案可決 産業建設議案

62

平成27年度横手市土地区画整理事業特
別会計予算

02月24日 03月19日 原案可決 産業建設議案

63

平成27年度横手市集落排水事業特別会
計予算

02月24日 03月19日 原案可決 産業建設議案

64

平成27年度横手市浄化槽市町村整備推
進事業特別会計予算

02月24日 03月19日 原案可決 産業建設議案

65

平成27年度横手市横手町四町財産区特
別会計予算

02月24日 03月19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

66

平成27年度横手市横手地域財産管理特
別会計予算

02月24日 03月19日 原案可決 総務文教議案

67

平成27年度横手市前郷地区特別会計予
算

02月24日 03月19日 原案可決 総務文教議案

68

平成27年度横手市金沢中野財産区特別
会計予算

02月24日 03月19日 原案可決 総務文教議案

69

平成27年度横手市西成瀬財産区特別会
計予算

02月24日 03月19日 原案可決 総務文教議案

70

平成27年度横手市醍醐財産区特別会計
予算

02月24日 03月19日 原案可決 総務文教議案

71

平成27年度横手市里見財産区特別会計
予算

02月24日 03月19日 原案可決 総務文教議案

72

平成27年度横手市福地財産区特別会計
予算

02月24日 03月19日 原案可決 総務文教議案

73

平成27年度横手市舘合財産区特別会計
予算

02月24日 03月19日 原案可決 総務文教議案

74

平成27年度横手市病院事業会計予算 02月24日 03月19日 原案可決 厚生議案

75

平成27年度横手市水道事業会計予算 02月24日 03月19日 原案可決 産業建設議案

76

平成27年度横手市下水道事業会計予算 02月24日 03月19日 原案可決 産業建設議案

77

平成26年度横手市一般会計補正予算(第
10号)

03月06日 03月19日 原案可決 一般会計予
算特別

議案


