
〔議会関係〕

議案番号 事　　件　　名 結　果 表　決 議決月日

議会選第３号
村上市農業委員会の委員となるべき者の推薦
について

推薦 － ６月１日

議員発議第５
号

村上市議会委員会条例の一部を改正する条例
制定について

原案可決 全会一致 ６月１日

請願第２号
村上市主催・神林平和祈念碑保存会が協賛す
る平和祈願祭の開催について請願

採択 賛成多数 ６月２１日

請願第３号
３０人以下学級の実現、教員賃金改善、義務教
育費国庫負担制度拡充に係る意見書の提出を
求める請願

不採択 議長裁決 ６月２１日

－ 議員派遣の件 決定 全会一致 ６月２１日

〔理事者関係〕

議案番号 事　　件　　名 結　果 表　決 議決月日

報第２号
平成２３事業年度岩船地域土地開発公社事業
計画及び平成２２事業年度岩船地域土地開発
公社決算の報告について

報告 － ６月１日

報第３号
平成２３年度イヨボヤの里開発公社事業計画及
び平成２２年度イヨボヤの里開発公社決算の報
告について

報告 － ６月１日

報第４号
平成２３年度山北町産業振興公社事業計画及
び平成２２年度山北町産業振興公社決算の報
告について

報告 － ６月１日

報第５号
繰越明許費繰越計算書の報告について（一般
会計）

報告 － ６月１日

報第６号
繰越明許費繰越計算書の報告について（情報
通信事業特別会計）

報告 － ６月１日

報第７号
繰越明許費繰越計算書の報告について（みどり
の里特別会計）

報告 － ６月１日

報第８号
繰越明許費繰越計算書の報告について（介護
サービス事業特別会計）

報告 － ６月１日

報第９号
繰越明許費繰越計算書の報告について（下水
道事業特別会計）

報告 － ６月１日

報第１０号
平成２２年度村上市上水道事業会計予算繰越
の報告について(上水道事業）

報告 － ６月１日

報第１１号
専決処分の報告について（専第３号　損害賠償
南町県営住宅駐車場車両損傷）

報告 － ６月１日
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議案番号 事　　件　　名 結　果 表　決 議決月日

報第１２号
専決処分の報告について（専第４号　損害賠償
石原市道タイヤ破裂）

報告 － ６月１日

報第１３号
専決処分の報告について（専第６号　損害賠償
飯野一丁目駐車ポール等破損）

報告 － ６月１日

報第１４号
専決処分の報告について（専第１９号　損害賠
償　関口ガードレール破損）

報告 － ６月１日

報第１５号
専決処分の報告について（専第２０号　損害賠
償　下助渕下水道課車両事故）

報告 － ６月１日

報第１６号
専決処分の報告について（専第２１号　損害賠
償　山熊田スクールバス事故）

報告 － ６月１日

報第１７号
専決処分の報告について（専第２２号　損害賠
償　湯ったり塾押し車破損）

報告 － ６月１日

議第６８号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めること
について（小川ミエ）

同意 全会一致 ６月１日

議第６９号
専決処分の承認を求めることについて（専第７
号　村上市国民健康保険税条例の一部を改正
する条例制定について）

承認 賛成多数 ６月１日

議第７０号
専決処分の承認を求めることについて（専第５
号　平成２２年度村上市一般会計補正予算（第
１０号））

承認 全会一致 ６月１日

議第７１号
専決処分の承認を求めることについて（専第８
号　平成２２年度村上市一般会計補正予算（第
１１号））

承認 全会一致 ６月１日

議第７２号
専決処分の承認を求めることについて（専第９
号　平成２２年度村上市情報通信事業特別会
計補正予算（第４号）)

承認 全会一致 ６月１日

議第７３号
専決処分の承認を求めることについて（専第１０
号　平成２２年度村上市みどりの里特別会計補
正予算（第５号）)

承認 全会一致 ６月１日

議第７４号
専決処分の承認を求めることについて（専第１１
号　平成２２年度村上市蒲萄スキー場特別会計
補正予算（第２号）)

承認 全会一致 ６月１日

議第７５号
専決処分の承認を求めることについて（専第１２
号　平成２２年度村上市国民健康保険特別会
計補正予算（第４号）)

承認 全会一致 ６月１日

議第７６号
専決処分の承認を求めることについて（専第１３
号　平成２２年度村上市国民健康保険診療所
特別会計補正予算(第１号)）

承認 全会一致 ６月１日

議第７７号
専決処分の承認を求めることについて（専第１４
号　平成２２年度村上市下水道事業特別会計
補正予算（第４号））

承認 全会一致 ６月１日

議第７８号
専決処分の承認を求めることについて（専第１５
号　平成２２年度村上市集落排水事業特別会
計補正予算（第３号）)

承認 全会一致 ６月１日
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議第７９号
専決処分の承認を求めることについて（専第１６
号　平成２２年度村上市簡易水道事業特別会
計補正予算（第２号）)

承認 全会一致 ６月１日

議第８０号
専決処分の承認を求めることについて（専第１７
号　平成２２年度村上市上水道事業会計補正
予算（第２号）)

承認 全会一致 ６月１日

議第８１号
専決処分の承認を求めることについて（専第１８
号　平成２３年度村上市一般会計補正予算（第
１号））

承認 全会一致 ６月１日

議第８２号
村上市辺地に係る総合整備計画の策定につい
て

原案可決 全会一致 ６月２１日

議第８３号
村上市火災予防条例の一部を改正する条例制
定について

原案可決 全会一致 ６月２１日

議第８４号
市有財産の譲与について（村上市寝屋字野島１
３６－１）

原案可決 全会一致 ６月２１日

議第８５号
市有財産の譲与について（村上市寝屋字野島１
４９－７）

原案可決 全会一致 ６月２１日

議第８６号
村上市税条例の一部を改正する条例制定につ
いて

原案可決 全会一致 ６月２１日

議第８７号
村上市コミュニティデイホーム条例の一部を改
正する条例制定について

原案可決 全会一致 ６月２１日

議第８８号
村上市老人福祉センター条例の一部を改正す
る条例制定について

原案可決 全会一致 ６月２１日

議第８９号
村上市集落排水処理施設条例の一部を改正す
る条例制定について

原案可決 全会一致 ６月２１日

議第９０号
平成２３年度村上市一般会計補正予算（第２
号）

原案可決 全会一致 ６月２１日

議第９１号
平成２３年度村上市みどりの里特別会計補正
予算（第１号）

原案可決 全会一致 ６月２１日

議第９２号
平成２３年度村上市簡易水道事業特別会計補
正予算（第１号）

原案可決 全会一致 ６月２１日

議第９３号
消防用ポンプ積載車等消防物品の購入契約の
締結について

原案可決 全会一致 ６月２１日

議第９４号
平成２３年度村上市一般会計補正予算（第３
号）

原案可決 賛成多数 ６月２１日


