
◎議案処理結果一覧表                

  
◎議案処理状況                      

議案番号 上程年月日 付託委員会 議決年月日 議決の状況

第60号 H26.9.9 決算審査 H26.12.16 認    定

第61号 H26.9.9 決算審査 H26.12.16 認    定

第62号 H26.9.9 決算審査 H26.12.16 認    定

第63号 H26.9.9 決算審査 H26.12.16 認    定

第64号 H26.9.9 決算審査 H26.12.16 認    定

第65号 H26.9.9 決算審査 H26.12.16 認    定

第66号 H26.9.9 決算審査 H26.12.16 認    定

第67号 H26.9.9 決算審査 H26.12.16 認    定

第68号 H26.9.9 決算審査 H26.12.16 認    定

第69号 H26.9.9 決算審査 H26.12.16 認    定

第70号 H26.9.9 決算審査 H26.12.16 認    定

議案番号 上程年月日 付託委員会 議決年月日 議決の状況

第90号 H26.11.27 ・・・・・ H26.11.27 原案可決

第91号 H26.11.27 総    務 H26.12.16 原案可決

第92号 H26.11.27 総    務 H26.12.16 原案可決

第93号 H26.11.27 まちづくり H26.12.16 原案可決

第94号 H26.11.27 まちづくり H26.12.16 原案可決

第95号 H26.11.27 まちづくり H26.12.16 原案可決

第96号 H26.11.27 文教福祉 H26.12.16 原案可決

第97号 H26.11.27 まちづくり H26.12.16 原案可決

指定管理者の指定について（秩父市温水プー
ル）
指定管理者の指定について（秩父市文化体育セ
ンター）
指定管理者の指定について（秩父市秩父勤労者
福祉センター）

指定管理者の指定について（ちちぶ銘仙館）

審議結果
　　認定：11 件、原案可決：33 件、承認：1 件、同意：3 件、否決：1 件

12月定例会市長提出のもの（36件）

 件                      名

秩父市一般職職員の給与に関する条例等の一部
を改正する条例

指定管理者の指定について（秩父ミューズパー
クスポーツの森プール）
指定管理者の指定について（秩父市立浦山歴史
民俗資料館）
指定管理者の指定について（秩父市吉田龍勢会
館、秩父市吉田元気村、秩父市吉田山逢の里、
秩父市城峯山ふれあいの森及び秩父市立秩父事
件資料館）

9月定例会継続審査のもの（11件）

 件                      名

平成２５年度秩父市一般会計歳入歳出決算の認
定について
平成２５年度秩父市国民健康保険特別会計歳入
歳出決算の認定について
平成２５年度秩父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
平成２５年度秩父市介護保険特別会計歳入歳出
決算の認定について

平成２５年度秩父市立病院事業決算の認定につ
いて

平成２５年度秩父市下水道事業特別会計歳入歳
出決算の認定について
平成２５年度秩父市農業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算の認定について
平成２５年度秩父市戸別合併処理浄化槽事業特
別会計歳入歳出決算の認定について
平成２５年度秩父市公設地方卸売市場特別会計
歳入歳出決算の認定について
平成２５年度秩父市駐車場事業特別会計歳入歳
出決算の認定について
平成２５年度秩父市水道事業決算の認定につい
て
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第98号 H26.11.27 まちづくり H26.12.16 原案可決

第99号 H26.11.27 文教福祉 H26.12.16 原案可決

第100号 H26.11.27 文教福祉 H26.12.16 原案可決

第101号 H26.11.27 文教福祉 H26.12.16 原案可決

第102号 H26.11.27 文教福祉 H26.12.16 原案可決

第103号 H26.11.27 まちづくり H26.12.16 原案可決

第104号 H26.11.27 文教福祉 H26.12.16 原案可決

第105号 H26.11.27 文教福祉 H26.12.16 原案可決

第106号 H26.11.27 文教福祉 H26.12.16 原案可決

第107号 H26.11.27 文教福祉 H26.12.16 原案可決

第108号 H26.11.27 文教福祉 H26.12.16 原案可決

第109号 H26.11.27 文教福祉 H26.12.16 原案可決

第110号 H26.11.27 文教福祉 H26.12.16 原案可決

第111号 H26.11.27 総    務 H26.12.16 原案可決

第112号 H26.11.27 ・・・・・ H26.11.27 承    認

第113号 H26.11.27 分    割 H26.12.16 原案可決

第114号 H26.11.27 文教福祉 H26.12.16 原案可決

第115号 H26.11.27 文教福祉 H26.12.16 原案可決

第116号 H26.11.27 文教福祉 H26.12.16 原案可決

第117号 H26.11.27 まちづくり H26.12.16 原案可決

第118号 H26.11.27 まちづくり H26.12.16 原案可決

第119号 H26.11.27 まちづくり H26.12.16 原案可決

第120号 H26.11.27 まちづくり H26.12.16 原案可決

第121号 H26.11.27 文教福祉 H26.12.16 原案可決

第122号 H26.12.16 ・・・・・ H26.12.16 同    意

第123号 H26.12.16 ・・・・・ H26.12.16 同    意

第124号 H26.12.16 ・・・・・ H26.12.16 同    意

第125号 H26.12.16
工事請負
契約審査

H26.12.25 原案可決

指定管理者の指定について（秩父市中村デイ
サービスセンター）

人権擁護委員候補者の推薦について

指定管理者の指定について（秩父市大滝デイ
サービスセンター）

指定管理者の指定について（中町駐車場）

平成２６年度秩父市後期高齢者医療特別会計補
正予算（第２回）
平成２６年度秩父市介護保険特別会計補正予算
（第２回）

平成２６年度秩父市水道事業会計補正予算（第
１回）

人権擁護委員候補者の推薦について

秩父市固定資産評価審査委員会委員の選任につ
いて

平成２６年度秩父市立病院事業会計補正予算
（第２回）

工事請負契約の締結について

平成２６年度秩父市下水道事業特別会計補正予
算（第２回）

秩父市行政組織条例の一部を改正する条例

平成２６年度秩父市一般会計補正予算（第８
回）

秩父市子どものための教育・保育給付に係る利
用者負担額等を定める条例

平成２６年度秩父市国民健康保険特別会計補正
予算（第２回）

秩父市特定教育・保育施設及び特定地域型保育
事業の運営に関する基準を定める条例
秩父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
秩父市放課後児童健全育成事業の設備及び運営
に関する基準を定める条例

秩父市立幼稚園設置条例の一部を改正する条例

秩父市保育所条例の一部を改正する条例

専決処分について（平成２６年度秩父市一般会
計補正予算（第７回））

平成２６年度秩父市農業集落排水事業特別会計
補正予算（第２回）
平成２６年度秩父市戸別合併処理浄化槽事業特
別会計補正予算（第２回）

秩父市歯と口の健康づくり条例

指定管理者の指定について（秩父市大滝郷路
館、秩父市大滝特産品販売センター、秩父市大
滝温泉遊湯館、秩父市バイシクルモトクロス場
及び秩父市大滝こまどり荘）
指定管理者の指定について（秩父市影森デイ
サービスセンター）
指定管理者の指定について（秩父市高篠デイ
サービスセンター）
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議案番号 上程年月日 付託委員会 議決年月日 議決の状況

第10号 H26.12.16 ・・・・・ H26.12.16 原案可決

第11号 H26.12.25 ・・・・・ H26.12.25 否    決

◎請願処理状況                      

受理番号 付託委員会 結　果

議請第7号 文教福祉 一部採択

久喜邦康秩父市長に対する不信任決議

ＣＬＴの普及促進による林業・木材産業の活性
化を求める意見書

12月定例会提出のもの（1件）

12月定例会議員提出のもの（2件）

 件                      名

秩父氏本貫地の確立と江戸進出９００年記念事業に関する請願

件　　　　　　　　　　　　　　　　　名
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