
◎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1号 H28.2.26 総　　務 H28.3.16 承　　認

第2号 H28.2.26 まちづくり H28.3.16 原案可決

第3号 H28.2.26 まちづくり H28.3.16 原案可決

第4号 H28.2.26 まちづくり H28.3.16 原案可決

第5号 H28.2.26
総合振興計
画調査特別

H28.3.16 原案可決

第6号 H28.2.26 総　　務 H28.3.16 原案可決

第7号 H28.2.26 まちづくり H28.3.16 原案可決

第8号 H28.2.26 総　　務 H28.3.16 原案可決

第9号 H28.2.26 総　　務 H28.3.16 原案可決

第10号 H28.2.26 総　　務 H28.3.16 原案可決

第11号 H28.2.26 総　　務 H28.3.16 原案可決

第12号 H28.2.26 総　　務 H28.3.16 原案可決

第13号 H28.2.26 総　　務 H28.3.16 原案可決

第14号 H28.2.26 総　　務 H28.3.16 原案可決

第15号 H28.2.26 まちづくり H28.3.16 原案可決

第16号 H28.2.26 まちづくり H28.3.16 原案可決

第17号 H28.2.26 まちづくり H28.3.16 原案可決

第18号 H28.2.26 総　　務 H28.3.16 原案可決

第19号 H28.2.26 総　　務 H28.3.16 原案可決

第20号 H28.2.26 総　　務 H28.3.16 原案可決

第21号 H28.2.26 総　　務 H28.3.16 原案可決

第22号 H28.2.26 総　　務 H28.3.16 原案可決

第23号 H28.2.26 総　　務 H28.3.16 原案可決

秩父市固定資産評価審査委員会条例

第２次秩父市総合振興計画基本構想の策定につ
いて

秩父市過疎地域自立促進計画の策定について

指定管理者の指定について（秩父市みどりの村
関連施設）
埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共
団体の数の増加及び同組合の規約変更について
地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を
改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関
する条例

審議結果
　 承認：1 件、原案可決：52 件、同意：3 件

3月定例会市長提出のもの（48件）

 件                      名

秩父市の議会の議員その他非常勤の職員の公務
災害補償等に関する条例の一部を改正する条例
秩父市公社等に派遣される職員の災害補償に係
る処遇の特例に関する条例の一部を改正する条

専決処分について（秩父市税条例の一部を改正
する条例の一部を改正する条例）

秩父市長等の給与及び旅費に関する条例の一部
を改正する条例

秩父市行政不服審査会条例

市道の認定について

市道の路線変更について

市道の廃止について

秩父市職員の退職管理に関する条例

行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に
関する条例

秩父市情報公開・個人情報保護審査会条例

秩父市一般職職員の給与に関する条例の一部を
改正する条例

農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の
施行に伴う関係条例の整理に関する条例
秩父市農業委員会の委員及び農地利用最適化推
進委員の定数を定める条例
秩父市水道事業の広域化に伴う関係条例の整理
に関する条例

秩父市職員定数条例の一部を改正する条例

秩父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
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第24号 H28.2.26 総　　務 H28.3.16 原案可決

第25号 H28.2.26 総　　務 H28.3.16 原案可決

第26号 H28.2.26 文教福祉 H28.3.16 原案可決

第27号 H28.2.26 文教福祉 H28.3.16 原案可決

第28号 H28.2.26 まちづくり H28.3.16 原案可決

第29号 H28.2.26 まちづくり H28.3.16 原案可決

第30号 H28.2.26 分　　割 H28.3.16 原案可決

第31号 H28.2.26 文教福祉 H28.3.16 原案可決

第32号 H28.2.26 まちづくり H28.3.16 原案可決

第33号 H28.2.26 まちづくり H28.3.16 原案可決

第34号 H28.2.26 まちづくり H28.3.16 原案可決

第35号 H28.2.26 文教福祉 H28.3.16 原案可決

第36号 H28.2.26 分　　割 H28.3.16 原案可決

第37号 H28.2.26 文教福祉 H28.3.16 原案可決

第38号 H28.2.26 文教福祉 H28.3.16 原案可決

第39号 H28.2.26 文教福祉 H28.3.16 原案可決

第40号 H28.2.26 まちづくり H28.3.16 原案可決

第41号 H28.2.26 まちづくり H28.3.16 原案可決

第42号 H28.2.26 まちづくり H28.3.16 原案可決

第43号 H28.2.26 まちづくり H28.3.16 原案可決

第44号 H28.2.26 まちづくり H28.3.16 原案可決

第45号 H28.2.26 文教福祉 H28.3.16 原案可決

第46号 H28.3.16 ・・・・・ H28.3.16 同　　意

第47号 H28.3.16 ・・・・・ H28.3.16 同　　意

第48号 H28.3.16 ・・・・・ H28.3.16 同　　意

秩父市公平委員会委員の選任について

人権擁護委員候補者の推薦について

人権擁護委員候補者の推薦について

平成２８年度秩父市後期高齢者医療特別会計予
算

平成２８年度秩父市介護保険特別会計予算

平成２８年度秩父市下水道事業特別会計予算

平成２８年度秩父市農業集落排水事業特別会計
予算

平成２８年度秩父市公設地方卸売市場特別会計
予算

秩父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

秩父市手数料徴収条例の一部を改正する条例

秩父市介護保険条例の一部を改正する条例

秩父市デイサービスセンター条例の一部を改正
する等の条例

秩父市公民館条例及び秩父市公民館利用条例の
一部を改正する条例

秩父市有墓地条例を廃止する条例

平成２７年度秩父市国民健康保険特別会計補正
予算（第３回）
平成２７年度秩父市下水道事業特別会計補正予
算（第３回）

平成２８年度秩父市一般会計予算

平成２８年度秩父市国民健康保険特別会計予算

平成２８年度秩父市駐車場事業特別会計予算

平成２８年度秩父市立病院事業会計予算

平成２８年度秩父市戸別合併処理浄化槽事業特
別会計予算

平成２７年度秩父市一般会計補正予算（第４
回）

平成２７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３回）
平成２７年度秩父市水道事業会計補正予算（第
３回）
平成２７年度秩父市立病院事業会計補正予算
（第２回）
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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29号 H28.3.16 ・・・・・ H28.3.16 原案可決

第30号 H28.3.16 ・・・・・ H28.3.16 原案可決

第31号 H28.3.16 ・・・・・ H28.3.16 原案可決

第32号 H28.3.16 ・・・・・ H28.3.16 原案可決

第33号 H28.3.16 ・・・・・ H28.3.16 原案可決

第34号 H28.3.16 ・・・・・ H28.3.16 原案可決

第35号 H28.3.16 ・・・・・ H28.3.16 原案可決

第36号 H28.3.16 ・・・・・ H28.3.16 原案可決

◎請願処理状況                      

受理番号 付託委員会 結　果

議請第10号 総　　務 不採択

 件                      名

秩父市議会政務活動費の交付に関する条例の一
部を改正する条例

秩父市議会会議規則の一部を改正する規則

秩父市議会委員会条例の一部を改正する条例

秩父市議会基本条例

3月定例会議員提出のもの（8件）

介護報酬の引き上げを求める意見書

安全保障関連法の廃止についての請願

件　　　　　　　　　　　　　　　　　名

3月定例会提出のもの（1件）

児童虐待防止対策の抜本強化を求める意見書

子どもの貧困対策の強化を求める意見書

秩父市セーフコミュニティ推進条例
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