
◎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 R4.2.22 文教福祉 R4.3.16 承　　認

第2号 R4.2.22 総　　務 R4.3.16 原案可決

第3号 R4.2.22 まちづくり R4.3.16 原案可決

第4号 R4.2.22 総　　務 R4.3.16 原案可決

第5号 R4.2.22 総　　務 R4.3.16 原案可決

第6号 R4.2.22 総　　務 R4.3.16 原案可決

第7号 R4.2.22 総　　務 R4.3.16 原案可決

第8号 R4.2.22 文教福祉 R4.3.16 原案可決

第9号 R4.2.22 文教福祉 R4.3.16 原案可決

第10号 R4.2.22 まちづくり R4.3.16 原案可決

第11号 R4.2.22 文教福祉 R4.3.16 原案可決

第12号 R4.2.22 文教福祉 R4.3.16 原案可決

第13号 R4.2.22 文教福祉 R4.3.16 原案可決

第14号 R4.2.22 文教福祉 R4.3.16 否　　決

第15号 R4.2.22 文教福祉 R4.3.16 原案可決

第16号 R4.2.22 総　　務 R4.3.16 原案可決

第17号 R4.2.22 総　　務 R4.3.16 原案可決

第18号 R4.2.22 分　　割 R4.3.16 原案可決

第19号 R4.2.22 文教福祉 R4.3.16 原案可決

第20号 R4.2.22 文教福祉 R4.3.16 原案可決

第21号 R4.2.22 文教福祉 R4.3.16 原案可決

第22号 R4.2.22 まちづくり R4.3.16 原案可決

第23号 R4.2.22 まちづくり R4.3.16 原案可決

第24号 R4.2.22 文教福祉 R4.3.16 原案可決

第25号 R4.2.22 まちづくり R4.3.16 原案可決

審議結果
　 承認：1件、原案可決：39件、否決：2件、継続審査：1件、同意：3件

3月定例会市長提出のもの（39件）

 件                      名

専決処分について（令和３年度秩父市一般会計
補正予算（第７回））

秩父市公共施設等総合管理計画の変更について

市道路線の廃止について

埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について

秩父市一般職職員の服務の宣誓に関する条例及
び秩父市公立学校県費負担教職員の服務の宣誓
に関する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
秩父市職員の育児休業等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

秩父市国民健康保険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

秩父市立学童保育室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
秩父市ふれあいセンター条例の一部を改正する
条例

秩父市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例

秩父市出産祝金支給条例

秩父市企業版ふるさと納税基金条例

秩父市過疎地域における固定資産税の課税免除
に関する条例

令和３年度秩父市一般会計補正予算（第８回）

令和３年度秩父市国民健康保険特別会計補正予
算（第３回）
令和３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３年度秩父市介護保険特別会計補正予算
（第３回）
令和３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３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３年度秩父市立病院事業会計補正予算（第
３回）
令和３年度秩父市下水道事業会計補正予算（第
２回）
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第26号 R4.2.22 分　　割 R4.3.16 原案可決

第27号 R4.2.22 文教福祉 R4.3.16 原案可決

第28号 R4.2.22 文教福祉 R4.3.16 原案可決

第29号 R4.2.22 文教福祉 R4.3.16 原案可決

第30号 R4.2.22 まちづくり R4.3.16 原案可決

第31号 R4.2.22 まちづくり R4.3.16 原案可決

第32号 R4.2.22 まちづくり R4.3.16 原案可決

第33号 R4.2.22 まちづくり R4.3.16 原案可決

第34号 R4.2.22 文教福祉 R4.3.16 原案可決

第35号 R4.2.22 まちづくり R4.3.16 原案可決

第36号 R4.3.16 総　　務 ― 継続審査

第37号 R4.3.16 ・・・・・ R4.3.16 同　　意

第38号 R4.3.16 ・・・・・ R4.3.16 同　　意

第39号 R4.3.16 ・・・・・ R4.3.16 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43号 R4.3.16 ・・・・・ R4.3.16 原案可決

第44号 R4.3.16 ・・・・・ R4.3.16 否　　決

第45号 R4.3.16 ・・・・・ R4.3.16 原案可決

第46号 R4.3.16 ・・・・・ R4.3.16 原案可決

第47号 R4.3.16 ・・・・・ R4.3.16 原案可決

第48号 R4.3.16 ・・・・・ R4.3.16 原案可決

第49号 R4.3.16 ・・・・・ R4.3.16 原案可決

令和４年度秩父市一般会計予算

令和４年度秩父市国民健康保険特別会計予算

令和４年度秩父市後期高齢者医療特別会計予算

令和４年度秩父市介護保険特別会計予算

令和４年度秩父市農業集落排水事業特別会計予
算
令和４年度秩父市戸別合併処理浄化槽事業特別
会計予算
令和４年度秩父市公設地方卸売市場特別会計予
算

令和４年度秩父市駐車場事業特別会計予算

令和４年度秩父市立病院事業会計予算

令和４年度秩父市下水道事業会計予算

秩父市副市長の選任について

秩父市教育委員会委員の任命について

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

福祉・介護、保育などケア労働者の抜本的な処
遇改善を求める意見書
「消費税インボイス制度」実施の中止を求める
意見書

事業復活支援事業の抜本的改善を求める意見書

森林環境譲与税の配分比率見直しに関する意見
書

秩父市議会委員会条例の一部を改正する条例

ロシアのウクライナ侵略を厳しく非難し無条件
即時撤退を求める決議
議案第１８号令和３年度秩父市一般会計補正予
算（第８回）に対する附帯決議
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