
  
◎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８１号 R1.11.26 分　　割 R1.12.19 承　　認

第８２号 R1.11.26 総　　務 R1.12.19 原案可決

第８３号 R1.11.26 総　　務 R1.12.19 原案可決

第８４号 R1.11.26 総　　務 R1.12.19 原案可決

第８５号 R1.11.26 文教福祉 R1.12.19 原案可決

第８６号 R1.11.26 文教福祉 R1.12.19 原案可決

第８７号 R1.11.26 文教福祉 R1.12.19 原案可決

第８８号 R1.11.26 文教福祉 R1.12.19 原案可決

第８９号 R1.11.26 文教福祉 R1.12.19 原案可決

第９０号 R1.11.26 文教福祉 R1.12.19 原案可決

第９１号 R1.11.26 まちづくり R1.12.19 原案可決

第９２号 R1.11.26 まちづくり R1.12.19 原案可決

第９３号 R1.11.26 まちづくり R1.12.19 原案可決

第９４号 R1.11.26 まちづくり R1.12.19 原案可決

第９５号 R1.11.26 まちづくり R1.12.19 原案可決

第９６号 R1.11.26 まちづくり R1.12.19 原案可決

第９７号 R1.11.26 まちづくり R1.12.19 原案可決

第９８号 R1.11.26 文教福祉 R1.12.19 原案可決

第９９号 R1.11.26 文教福祉 R1.12.19 原案可決

第１００号 R1.11.26 総　　務 R1.12.19 原案可決

第１０１号 R1.11.26 総　　務 R1.12.19 原案可決

◎議案処理結果一覧表 

審議結果
　 原案可決：39 件、承認：1 件、否決：1 件

12月定例会市長提出のもの（37件）

 件                      名

専決処分について（令和元年度秩父市一般会計
補正予算（第５回））
秩父市辺地に係る総合整備計画を定めることに
ついて
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）
指定管理者の指定について（秩父市上吉田デイ
サービスセンター）
指定管理者の指定について（秩父市立上吉田高
齢者生活支援ハウス吉祥苑）
指定管理者の指定について（秩父市立養護老人
ホーム長寿荘）
指定管理者の指定について（秩父市立特別養護
老人ホーム偕楽苑）
指定管理者の指定について（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）

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）
指定管理者の指定について（秩父市みどりの村
関連施設）
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
滝温泉遊湯館及び秩父市バイシクルモトクロス
場）
指定管理者の指定について（秩父市大滝こまど
り荘）
指定管理者の指定について（秩父市立浦山歴史
民俗資料館）
秩父市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部
を改正する条例
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
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
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第１０２号 R1.11.26 総　　務 R1.12.19 原案可決

第１０３号 R1.11.26 総　　務 R1.12.19 原案可決

第１０４号 R1.11.26 総　　務 R1.12.19 原案可決

第１０５号 R1.11.26 総　　務 R1.12.19 原案可決

第１０６号 R1.11.26 総　　務 R1.12.19 原案可決

第１０７号 R1.11.26 文教福祉 R1.12.19 原案可決

第１０８号 R1.11.26 文教福祉 R1.12.19 原案可決

第１０９号 R1.11.26 文教福祉 R1.12.19 原案可決

第１１０号 R1.11.26 まちづくり R1.12.19 原案可決

第１１１号 R1.11.26 分　　割 R1.12.19 原案可決

第１１２号 R1.11.26 文教福祉 R1.12.19 原案可決

第１１３号 R1.11.26 文教福祉 R1.12.19 原案可決

第１１４号 R1.11.26 まちづくり R1.12.19 原案可決

第１１５号 R1.11.26 まちづくり R1.12.19 原案可決

第１１６号 R1.11.26 文教福祉 R1.12.19 原案可決

第１１７号 R1.11.26 まちづくり R1.12.19 原案可決

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１７号 R1.12.19 ・・・・・ R1.12.19 原案可決

第１８号 R1.12.19 ・・・・・ R1.12.19 否　　決

第１９号 R1.12.19 ・・・・・ R1.12.19 原案可決

第２０号 R1.12.19 ・・・・・ R1.12.19 原案可決

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
秩父市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部
を改正する条例
秩父市消防団員の定員、任免、給与、服務等に
関する条例の一部を改正する条例
地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う
関係条例の整備に関する条例

秩父市会計年度任用職員の報酬等に関する条例

秩父市ふれあいセンター条例の一部を改正する
条例

秩父市立幼保連携型認定こども園条例

秩父市立病院等の看護師を目指す看護学生に対
する奨学金の貸付けに関する条例

秩父市森林環境整備基金条例

令和元年度秩父市一般会計補正予算（第６回）

令和元年度秩父市国民健康保険特別会計補正予
算（第２回）
令和元年度秩父市介護保険特別会計補正予算
（第３回）
令和元年度秩父市農業集落排水事業特別会計補
正予算（第２回）
令和元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）
令和元年度秩父市立病院事業会計補正予算（第
１回）
令和元年度秩父市下水道事業会計補正予算（第
２回）

12月定例会議員提出のもの（4件）

 件                      名

公立・公的病院の再編統合計画に関する意見書

介護保険制度の改定に反対する意見書

令和元年台風１９号等からの復旧・復興に向けた対
策を求める意見書
「あおり運転」に対する厳罰化とさらなる対策
の強化を求める意見書
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