
審議結果

日　程 第　１

第　２ 議案第 116号 平成21年度北秋田市綴子財産区特別会計補正予算（第2号）
全会一致で原案
通り可決

第　３ 議案第 117号 平成21年度北秋田市栄財産区特別会計補正予算（第3号） 〃

第　４ 議案第 118号 平成21年度北秋田市米内沢財産区特別会計補正予算（第2号） 〃

第　５ 議案第 119号 平成21年度北秋田市前田財産区特別会計補正予算（第2号） 〃

第　６ 陳情第　78号 くらし支える行政サービス・人員の拡充を求める陳情について 採択（全会一致）

第　７ 意見書案第 7号 行政サービスの拡充を求める意見書提出について
意見書提出（全
会一致）

第　８

第　９ 議案第 127号 字の名称の変更について
全会一致で原案
通り可決

第　１０ 議案第 128号 北秋田市民プールの指定管理者の指定について 〃

第　１１ 議案第 129号 北秋田市営薬師山スキー場の指定管理者の指定について 〃

第　１２ 議案第 130号 損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について 〃

第　１３ 承認第　17号
専決処分の承認を求めることについて
（専決第20号　平成21年度北秋田市国民健康保険特別会計補正予算　第3号)

〃

第　１４ 議案第 111号 平成21年度北秋田市国民健康保険特別会計補正予算（第4号） 〃

第　１５ 陳情第　75号 道路照明設備の早期設置について（陳情書） 〃

第　１６ 陳情第　77号 社会保障と教育予算の拡充を求める陳情について 〃

第　１７ 意見書案第 8号 社会保障と教育予算の拡充を求める意見書提出について 〃

第　１８ 陳情第　80号 最低保障年金創設などを求める陳情について 〃

第　１９ 意見書案第 9号 最低保障年金創設などを求める意見書提出について 〃

第　２０ 陳情第　81号 2010年度の年金確保に関する陳情について 〃

第　２１ 意見書案第10号 2010年度の年金確保に関する意見書提出について 〃

第　２２ 陳情第　82号 後期高齢者医療制度の廃止を求める陳情について 採択（全会一致）

第　２３ 意見書案第11号 後期高齢者医療制度の廃止を求める意見書提出について
意見書提出（全
会一致）

第　２４

第　２５ 議案第 125号 北秋田市へき地保育所条例を廃止する条例の制定について 賛成少数で否決

第　２６ 承認第　16号
専決処分の承認を求めることについて
（専決第19号　平成21年度北秋田市一般会計補正予算　第7号)

全会一致で可決

第　２７ 議案第 112号 平成21年度北秋田市国民健康保険合川診療所特別会計補正予算（第4号） 〃

第　２８ 議案第 113号 平成21年度北秋田市介護保険特別会計補正予算（第3号） 〃

第　２９ 議案第 121号 平成21年度北秋田市病院事業会計補正予算（第3号） 〃

第　３０

第　３１ 議案第 126号 北秋田市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 全会一致で可決

第　３２ 議案第 114号 平成21年度北秋田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第3号） 〃

第　３３ 議案第 115号 平成21年度北秋田市下水道事業特別会計補正予算（第2号） 〃

第　３４ 議案第 120号 平成21年度北秋田市水道事業会計補正予算（第2号） 〃

第　３５ 陳情第　76号 雇用と生活をまもる施策強化を求める陳情について
採択（全会一
致）
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第　３６ 意見書案第12号 雇用と生活をまもる施策強化を求める意見書提出について
意見書提出（全
会一致）

第　３７ 陳情第　79号 改正貸金業法の早期完全施行等を求める陳情書について 採択（全会一致）

第　３８ 意見書案第13号 改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書提出について
意見書提出（全
会一致）

第　３９ 継審陳情第55号 森吉山阿仁スキー場ゴンドラ運行の従来通りの継続に関する陳情について 採択（全会一致）

第　４０ 継審陳情第60号 阿仁スキー場の営業継続に関する陳情書について 採択（全会一致）

第　４１ 継審陳情第61号 阿仁スキー場閉鎖中止の陳情について 採択（全会一致）

第　４２ 議案第 110号 平成21年度北秋田市一般会計補正予算（第8号） 賛成多数で可決

第　４３

第　４４ 継審認定第 1号 平成20年度北秋田市一般会計歳入歳出決算の認定について 賛成多数で認定

第　４５ 継審認定第 2号 平成20年度北秋田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 全会一致で認定

第　４６ 継審認定第 3号
平成20年度北秋田市国民健康保険合川診療所特別会計歳入歳出決算の認定に
ついて

〃

第　４７ 継審認定第 4号 平成20年度北秋田市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について 〃

第　４８ 継審認定第 5号 平成20年度北秋田市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 〃

第　４９ 継審認定第 6号 平成20年度北秋田市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定について 〃

第　５０ 継審認定第 7号 平成20年度北秋田市簡易水道特別会計歳入歳出決算の認定について 〃

第　５１ 継審認定第 8号 平成20年度北秋田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 〃

第　５２ 継審認定第 9号 平成20年度北秋田市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 〃

第　５３ 継審認定第10号
平成20年度北秋田市特定地域生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定
について

〃

第　５４ 継審認定第11号 平成20年度北秋田市宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について 〃

第　５５ 継審認定第12号 平成20年度北秋田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 賛成多数で認定

第　５６ 継審認定第13号 平成20年度北秋田市坊沢財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 全会一致で認定

第　５７ 継審認定第14号 平成20年度北秋田市綴子財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 〃

第　５８ 継審認定第15号 平成20年度北秋田市栄財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 〃

第　５９ 継審認定第16号 平成20年度北秋田市沢口財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 〃

第　６０ 継審認定第17号 平成20年度北秋田市七日市財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 〃

第　６１ 継審認定第18号 平成20年度北秋田市米内沢財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 〃

第　６２ 継審認定第19号 平成20年度北秋田市前田財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 〃

第　６３ 継審認定第20号 平成20年度北秋田市阿仁合財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 〃

第　６４ 継審認定第21号 平成20年度北秋田市大阿仁財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 〃

第　６５ 継審認定第22号 平成20年度北秋田市病院事業会計決算の認定について 賛成多数で認定

第　６６ 継審認定第23号 平成20年度北秋田市水道事業会計決算の認定について 全会一致で認定

第　６７ 同意第   9号 北秋田市米内沢財産区管理委員の選任について 全会一致で同意

第　６８ 同意第  10号 北秋田市前田財産区管理委員の選任について 全会一致で同意

第　６９ 同意第  11号 人権擁護委員候補者の推薦について 全会一致で同意

第　７０ 発議案第23号 総務財政常任委員会の所管事務調査について 全会一致で可決

第　７１ 発議案第24号 教育民生常任委員会の所管事務調査について 〃

第　７２ 発議案第25号 健康福祉常任委員会の所管事務調査について 〃

第　７３ 発議案第26号 産業建設常任委員会の所管事務調査について 〃

第　７４ 発議案第27号 議会運営委員会の所管事務調査について 〃

第　７５ 発議案第28号 北秋田市議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例について 賛成少数で否決
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