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31

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）

11月27日 11月27日 報告報告

32

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）

11月27日 11月27日 報告報告

33

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）

11月27日 11月27日 報告報告

34

放棄した債権の報告について 11月27日 11月27日 報告報告

26

教育委員会委員の任命について 11月27日 11月27日 同意同意

7

議案第100号「横手市園芸振興拠点センタ
ー設置条例」に対する附帯決議

12月12日 12月12日 原案可決議会案

8

安全・安心の医療・介護の実現と、医療・介
護従事者の夜勤改善と大幅増員を求める
意見書

12月12日 12月12日 原案可決議会案

9

全国を適用地域とした看護師の特定最賃
の新設を求める意見書

12月12日 12月12日 原案可決議会案

10

後期高齢者医療自己負担を２割にしない
ことを求める意見書

12月12日 12月12日 原案可決議会案

100

横手市園芸振興拠点センター設置条例 11月27日 12月12日 原案可決 産業建設議案

101

横手市地域種苗支援センター設置条例 11月27日 12月12日 原案可決 産業建設議案

102

横手市長の選挙におけるビラの作成の公
営に関する条例の一部を改正する条例

11月27日 12月12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

103

横手市行政組織条例等の一部を改正する
条例

11月27日 12月12日 原案可決 総務文教議案

104

横手市行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関する条例
の一部を改正する条例

11月27日 12月12日 原案可決 総務文教議案

105

横手市都市公園条例の一部を改正する等
の条例

11月27日 12月12日 否決 総務文教議案

106

横手市防災会議条例等の一部を改正する
条例

11月27日 12月12日 原案可決 総務文教議案

107

横手市火災予防条例の一部を改正する条
例

11月27日 12月12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

11月27日 12月12日 原案可決 総務文教議案

109

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27日 12月12日 原案可決 総務文教議案

110

公の施設の指定管理者の指定について（
横手市ふれあいセンター）

11月27日 12月12日 原案可決 総務文教議案

111

公の施設の指定管理者の指定について（
横手市天下森スキー場）

11月27日 12月12日 原案可決 総務文教議案

112

公の施設の指定管理者の指定について（
天下森ふれあい農園）

11月27日 12月12日 原案可決 産業建設議案

113

公の施設の指定管理者の指定について（
地域ふれあい施設たかね）

11月27日 12月12日 原案可決 産業建設議案

114

公の施設の指定管理者の指定について（
横手市増田堆肥処理センター）

11月27日 12月12日 原案可決 産業建設議案

115

公の施設の指定管理者の指定について（
横手市東槻多目的集落集会所）

11月27日 12月12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

116

公の施設の指定管理者の指定について（
横手市桑ノ木多目的集落集会所）

11月27日 12月12日 原案可決 産業建設議案

117

公の施設の指定管理者の指定について（
横手市三ツ屋多目的集落集会所）

11月27日 12月12日 原案可決 産業建設議案

118

公の施設の指定管理者の指定について（
横手市大森町中心部活性化施設）

11月27日 12月12日 原案可決 総務文教議案

119

公の施設の指定管理者の指定について（
大森農産物食品加工体験施設）

11月27日 12月12日 原案可決 産業建設議案

120

公の施設の指定管理者の指定について（
横手市大森堆肥センター）

11月27日 12月12日 原案可決 産業建設議案

121

公の施設の指定管理者の指定について（
横手市大森町生きがい創作館）

11月27日 12月12日 原案可決 厚生議案

122

公の施設の指定管理者の指定について（
横手市十文字町健康福祉センター）

11月27日 12月12日 原案可決 厚生議案

123

公の施設の指定管理者の指定について（
横手市水稲育苗センター）

11月27日 12月12日 原案可決 産業建設議案

124

公の施設の指定管理者の指定について（
横手市国産材需要開発センター）

11月27日 12月12日 原案可決 産業建設議案

125

公の施設の指定管理者の指定について（
農香庵）

11月27日 12月12日 原案可決 産業建設議案

126

公の施設の指定管理者の指定について（
横手市山内ほっとパレス「ゆうらく館」）

11月27日 12月12日 原案可決 厚生議案

127

公の施設の指定管理者の指定について（
横手市大雄地域福祉センター）

11月27日 12月12日 原案可決 厚生議案

128

公の施設の指定管理者の指定について（
横手市立県南愛児園「ドリームハウス」）

11月27日 12月12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

129

公の施設の指定管理者の指定について（
横手市サンハイム）

11月27日 12月12日 原案可決 厚生議案

130

公の施設の指定管理者の指定について（
横手市総合技能センター）

11月27日 12月12日 原案可決 産業建設議案

131

公の施設の指定管理者の指定について（
横手市顧客利便施設こうじ庵）

11月27日 12月12日 原案可決 産業建設議案

132

秋田県市町村総合事務組合規約の一部
変更について

11月27日 12月12日 原案可決 総務文教議案

133

平成30年度横手市一般会計補正予算(第
4号)

11月27日 12月12日 原案可決 一般会計予
算特別

議案

134

平成30年度横手市国民健康保険特別会
計補正予算(第2号)

11月27日 12月12日 原案可決 厚生議案

135

平成30年度横手市介護保険特別会計補
正予算(第2号)

11月27日 12月12日 原案可決 厚生議案

136

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2号）

11月27日 12月12日 原案可決 厚生議案

137

平成30年度横手市市営温泉施設特別会
計補正予算(第1号)

11月27日 12月12日 原案可決 産業建設議案

138

平成30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27日 12月12日 原案可決 産業建設議案

139

平成30年度横手市病院事業会計補正予
算(第2号)

11月27日 12月12日 原案可決 厚生議案

140

平成30年度横手市水道事業会計補正予
算(第1号)

11月27日 12月12日 原案可決 産業建設議案

141

平成30年度横手市下水道事業会計補正
予算(第1号)

11月27日 12月12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

142

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05日 12月12日 原案可決 総務文教議案

143

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05日 12月12日 原案可決 総務文教議案

144

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05日 12月12日 原案可決 総務文教議案

145

損害賠償の額を定めることについて 12月05日 12月12日 原案可決 厚生議案

146

平成30年度横手市一般会計補正予算（第
5号）

12月05日 12月12日 原案可決 一般会計予
算特別

議案

147

平成30年度横手市国民健康保険特別会
計補正予算（第3号）

12月05日 12月12日 原案可決 厚生議案

148

平成30年度横手市介護保険特別会計補
正予算（第3号）

12月05日 12月12日 原案可決 厚生議案

149

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3号）

12月05日 12月12日 原案可決 厚生議案

150

平成30年度横手市市営温泉施設特別会
計補正予算（第2号）

12月05日 12月12日 原案可決 産業建設議案

151

平成30年度横手市病院事業会計補正予
算（第3号）

12月05日 12月12日 原案可決 厚生議案


