
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 08月27日 08月27日 異議なし諮問

11

人権擁護委員候補者の推薦について 08月27日 08月27日 異議なし諮問

27

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27日 08月27日 報告報告

28

平成29年度横手市一般会計継続費精算
報告書の報告について

08月27日 08月27日 報告報告

29

平成29年度決算に基づく健全化判断比率
の報告について

09月21日 09月21日 報告報告

30

平成29年度決算に基づく資金不足比率の
報告について

09月21日 09月21日 報告報告

1

平成29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21日 認定 決算特別認定

2

平成29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21日 認定 決算特別認定

3

平成29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21日 認定 決算特別認定

4

平成29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21日 認定 決算特別認定

5

平成29年度横手市市営介護サービス事業
特別会計歳入歳出決算の認定について

08月27日 09月21日 認定 決算特別認定

6

平成29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21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

7

平成29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21日 認定 決算特別認定

8

平成29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21日 認定 決算特別認定

9

平成29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21日 認定 決算特別認定

10

平成29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21日 認定 決算特別認定

11

平成29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21日 認定 決算特別認定

12

平成29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21日 認定 決算特別認定

13

平成29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21日 認定 決算特別認定

14

平成29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21日 認定 決算特別認定

15

平成29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21日 認定 決算特別認定

16

平成29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21日 認定 決算特別認定

17

平成29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21日 認定 決算特別認定

18

平成29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21日 認定 決算特別認定

19

平成29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21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

20

平成29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21日 認定 決算特別認定

21

平成29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21日 認定 決算特別認定

22

平成29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21日 認定 決算特別認定

6

地方消費者行政に対する財政支援（交付
金等）の継続・拡充を求める意見書

09月21日 09月21日 原案可決議会案

82

横手市有償旅客運送に関する条例の一部
を改正する条例

08月27日 09月21日 原案可決 総務文教議案

83

横手市家庭的保育事業等の設備及び運
営に関する基準を定める条例の一部を改
正する条例

08月27日 09月21日 原案可決 厚生議案

84

横手市介護保険条例の一部を改正する条
例

08月27日 09月21日 原案可決 厚生議案

85

横手市地方活力向上地域における企業振
興条例の一部を改正する条例

08月27日 09月21日 原案可決 産業建設議案

86

横手市建築基準法等関係手数料条例の
一部を改正する条例

08月27日 09月21日 原案可決 産業建設議案

87

横手市社会体育施設設置条例の一部を
改正する条例（横手市福地コミュニティ広
場の廃止）

08月27日 09月21日 原案可決 総務文教議案

88

過疎地域自立促進計画の変更について 08月27日 09月21日 原案可決 総務文教議案

89

工事請負契約の締結について（横手市環
境保全センター解体工事）

08月27日 09月21日 原案可決 厚生議案

90

権利の放棄について（株式会社山内観光
振興公社に対する貸付金）

08月27日 09月21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

91

公の施設の指定管理者の指定について（
横手市増田まんが美術館）

08月27日 09月21日 原案可決 総務文教議案

92

公の施設の指定管理者の指定について（
横手市営住宅　郷士館住宅ほか３６施設、
横手市特定公共賃貸住宅　田町団地ほか
３施設、横手市単独住宅　西原住宅、横手
市定住促進住宅　南相野々住宅）

08月27日 09月21日 原案可決 産業建設議案

93

字の区域の変更について 08月27日 09月21日 原案可決 総務文教議案

94

平成30年度横手市一般会計補正予算（第
2号）

08月27日 09月21日 原案可決 一般会計予
算特別

議案

95

平成30年度横手市介護保険特別会計補
正予算（第1号）

08月27日 09月21日 原案可決 厚生議案

96

平成30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）

08月27日 09月21日 原案可決 厚生議案

97

平成30年度横手市病院事業会計補正予
算（第1号）

08月27日 09月21日 原案可決 厚生議案

98

損害賠償の額を定めることについて 09月06日 09月21日 原案可決 産業建設議案

99

平成30年度横手市一般会計補正予算（第
3号）

09月21日 09月21日 原案可決 一般会計予
算特別

議案


