
  
◎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 R2.2.25 総　　務 R2.3.16 原案可決

第２号 R2.2.25 総　　務 R2.3.16 原案可決

第３号 R2.2.25 総　　務 R2.3.16 原案可決

第４号 R2.2.25 まちづくり R2.3.16 原案可決

第５号 R2.2.25 総　　務 R2.3.16 原案可決

第６号 R2.2.25 総　　務 R2.3.16 原案可決

第７号 R2.2.25 文教福祉 R2.3.16 原案可決

第８号 R2.2.25 文教福祉 R2.3.16 原案可決

第９号 R2.2.25 まちづくり R2.3.16 原案可決

第１０号 R2.2.25 文教福祉 R2.3.16 原案可決

第１１号 R2.2.25 文教福祉 R2.3.16 原案可決

第１２号 R2.2.25 文教福祉 R2.3.16 原案可決

第１３号 R2.2.25 総　　務 R2.3.16 原案可決

第１４号 R2.2.25 分　　割 R2.3.16 原案可決

第１５号 R2.2.25 文教福祉 R2.3.16 原案可決

第１６号 R2.2.25 文教福祉 R2.3.16 原案可決

第１７号 R2.2.25 まちづくり R2.3.16 原案可決

第１８号 R2.2.25 まちづくり R2.3.16 原案可決

第１９号 R2.2.25 文教福祉 R2.3.16 原案可決

第２０号 R2.2.25 まちづくり R2.3.16 原案可決

第２１号 R2.2.25 分　　割 R2.3.16 原案可決

◎議案処理結果一覧表  

審議結果
　 原案可決：34 件、同意： 8 件、否決： 3 件

3月定例会市長提出のもの（38件）

 件                      名

秩父市長政治倫理条例の一部を改正する条例

秩父市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条
例の一部を改正する条例
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

秩父市下水道条例の一部を改正する条例

秩父市印鑑条例の一部を改正する条例

秩父市営バス条例の一部を改正する条例

秩父市立病院等の医師を目指す医学生等に対する
奨学金の貸付けに関する条例の一部を改正する条
例

秩父市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

秩父市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条
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の一部を改正する条例

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
秩父市荒川巡礼通りふれあいセンター条例を廃止
する条例
秩父市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条
例

令和元年度秩父市一般会計補正予算（第７回）

令和元年度秩父市国民健康保険特別会計補正予
算（第３回）
令和元年度秩父市後期高齢者医療特別会計補正
予算（第２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３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３回）
令和元年度秩父市立病院事業会計補正予算（第２
回）
令和元年度秩父市下水道事業会計補正予算（第３
回）

令和２年度秩父市一般会計予算
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第２２号 R2.2.25 文教福祉 R2.3.16 原案可決

第２３号 R2.2.25 文教福祉 R2.3.16 原案可決

第２４号 R2.2.25 文教福祉 R2.3.16 原案可決

第２５号 R2.2.25 まちづくり R2.3.16 原案可決

第２６号 R2.2.25 まちづくり R2.3.16 原案可決

第２７号 R2.2.25 まちづくり R2.3.16 原案可決

第２８号 R2.2.25 まちづくり R2.3.16 原案可決

第２９号 R2.2.25 文教福祉 R2.3.16 原案可決

第３０号 R2.2.25 まちづくり R2.3.16 原案可決

第３１号 R2.3.16 ・・・・・ R2.3.16 同　　意

第３２号 R2.3.16 ・・・・・ R2.3.16 同　　意

第３３号 R2.3.16 ・・・・・ R2.3.16 同　　意

第３４号 R2.3.16 ・・・・・ R2.3.16 同　　意

第３５号 R2.3.16 ・・・・・ R2.3.16 同　　意

第３６号 R2.3.16 ・・・・・ R2.3.16 同　　意

第３７号 R2.3.16 ・・・・・ R2.3.16 同　　意

第３８号 R2.3.16 ・・・・・ R2.3.16 同　　意

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21号 R2.3.16 ・・・・・ R2.3.16 原案可決

第22号 R2.3.16 ・・・・・ R2.3.16 原案可決

第23号 R2.3.16 ・・・・・ R2.3.16 原案可決

第24号 R2.3.16 ・・・・・ R2.3.16 否　　決

第25号 R2.3.16 ・・・・・ R2.3.16 否　　決

第26号 R2.3.16 ・・・・・ R2.3.16 否　　決

第27号 R2.3.16 ・・・・・ R2.3.16 原案可決

令和２年度秩父市国民健康保険特別会計予算

令和２年度秩父市後期高齢者医療特別会計予算

令和２年度秩父市介護保険特別会計予算

令和２年度秩父市農業集落排水事業特別会計予算

令和２年度秩父市戸別合併処理浄化槽事業特別会
計予算

令和２年度秩父市公設地方卸売市場特別会計予算

令和２年度秩父市駐車場事業特別会計予算

令和２年度秩父市立病院事業会計予算

令和２年度秩父市下水道事業会計予算

秩父市教育委員会委員の任命について

秩父市公平委員会委員の選任について

秩父市固定資産評価審査委員会委員の選任につ
いて
秩父市固定資産評価審査委員会委員の選任につ
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
秩父市固定資産評価審査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

3月定例会議員提出のもの（7件）

 件                      名

新たな過疎対策法の制定に関する意見書

中高年のひきこもりに対する実効性ある支援と対策
を求める意見書
加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的助成制度
の創設を求める意見書

消費税率５％への引き下げを求める意見書

後期高齢者の医療費窓口負担の現状維持を求める
意見書
非正規滞在者の収容に期間の上限を設けるととも
に、人権条約に適合する方法で出国が困難な外国
人の問題の解消を図ること等を求める意見書
秩父市議会議員政治倫理条例の一部を改正する条
例
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