
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

10

人権擁護委員候補者の推薦について 11月28日 11月28日 異議なし諮問

36

放棄した債権の報告について 11月28日 11月28日 報告報告

4

教育長の任命について 11月28日 11月28日 同意同意

5

教育委員会委員の任命について 11月28日 11月28日 同意同意

6

公平委員会委員の選任について 11月28日 11月28日 同意同意

7

監査委員の選任について 12月13日 12月13日 同意同意

8

監査委員の選任について 12月13日 12月13日 同意同意

9

監査委員の選任について 12月13日 12月13日 同意同意

3

横手市議会委員会条例の一部を改正する
条例

11月28日 11月28日 原案可決議会案

4

介護保険制度の改善、介護報酬の引き上
げ、介護従事者の処遇改善と確保を国に
求める意見書

12月13日 12月13日 原案可決議会案

5

米の生産費を償う価格下支え制度を求め
る意見書

12月13日 12月13日 原案可決議会案

6

種子法廃止に伴う万全の対策を求める意
見書

12月13日 12月13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

96

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

11月28日 12月13日 原案可決 産業建設議案

97

横手市特別会計条例の一部を改正する条
例

11月28日 12月13日 原案可決 総務文教議案

98

横手市特別会計条例及び横手市財産区
等財政調整基金条例の一部を改正する条
例

11月28日 12月13日 原案可決 総務文教議案

99

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

11月28日 12月13日 原案可決 産業建設議案

100

横手市市営土地改良事業の経費の賦課
徴収に関する条例及び横手市県営土地改
良事業分担金徴収条例の一部を改正する
条例

11月28日 12月13日 原案可決 産業建設議案

101

横手市営住宅管理条例の一部を改正する
条例

11月28日 12月13日 原案可決 産業建設議案

102

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

11月28日 12月13日 原案可決 産業建設議案

103

横手市社会体育施設設置条例の一部を
改正する条例

11月28日 12月13日 原案可決 総務文教議案

104

財産の無償貸付け及び減額貸付けについ
て（旧横手西中学校）

11月28日 12月13日 原案可決 総務文教議案

105

権利の放棄について（高齢者住宅整備資
金貸付金）

11月28日 12月13日 原案可決 厚生議案

106

権利の放棄について（高齢者住宅整備資
金貸付金）

11月28日 12月13日 原案可決 厚生議案

107

公の施設の指定管理者の指定について（
横手市障害者支援施設大和更生園、横手
市障害者支援施設ユー・ホップハウス、横
手市障害者グループホーム「やがしわ」、
横手市障害者グループホーム「かみたむら
」）

11月28日 12月13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

108

公の施設の指定管理者の指定について（
横手市十五野多目的集落集会所）

11月28日 12月13日 原案可決 総務文教議案

109

平成29年度横手市一般会計補正予算(第
8号)

11月28日 12月13日 原案可決 一般会計予
算特別

議案

110

平成29年度横手市後期高齢者医療特別
会計補正予算(第2号)

11月28日 12月13日 原案可決 厚生議案

111

平成29年度横手市介護保険特別会計補
正予算(第2号)

11月28日 12月13日 原案可決 厚生議案

112

平成29年度横手市市営介護サービス事業
特別会計補正予算（第1号）

11月28日 12月13日 原案可決 厚生議案

113

平成29年度横手市障害者支援施設特別
会計補正予算（第1号）

11月28日 12月13日 原案可決 厚生議案

114

平成29年度横手市市営温泉施設特別会
計補正予算(第1号)

11月28日 12月13日 原案可決 産業建設議案

115

平成29年度横手市集落排水事業特別会
計補正予算（第2号）

11月28日 12月13日 原案可決 産業建設議案

116

平成29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)

11月28日 12月13日 原案可決 産業建設議案

117

平成29年度横手市病院事業会計補正予
算(第3号)

11月28日 12月13日 原案可決 厚生議案

118

平成29年度横手市水道事業会計補正予
算(第1号)

11月28日 12月13日 原案可決 産業建設議案

119

平成29年度横手市下水道事業会計補正
予算(第1号)

11月28日 12月13日 原案可決 産業建設議案

120

横手市議会の議員の議員報酬及び費用
弁償等に関する条例の一部を改正する条
例

12月06日 12月13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

121

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及び横手市教育長
の給与、勤務時間その他の勤務条件に関
する条例の一部を改正する条例

12月06日 12月13日 原案可決 総務文教議案

122

横手市一般職の職員の給与に関する条例
の一部を改正する条例

12月06日 12月13日 原案可決 総務文教議案

123

平成29年度横手市一般会計補正予算(第
9号)

12月06日 12月13日 原案可決 一般会計予
算特別

議案


