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事件番号 事   件   名 提出年月日 
委員会審査 議   決 

委員会名 結果 月日 結 果 

議員提出議案第3号 
柏原市議会政務活動費の交付に関

する条例の一部改正について 
29.6.1   6.1 原案可決 

報告第２号 

専決処分報告について 

「専決第２号柏原市市税条例の一

部改正について」 

29.6.1 総務文教 承認 6.30 承  認 

報告第３号 

専決処分報告について 

「専決第３号平成２８年度柏原市

一般会計補正予算（第１１号）」 

29.6.1   6.21 承  認 

報告第４号 

専決処分報告について 

「専決第４号平成２９年度柏原市

国民健康保険事業特別会計（事業勘

定）補正予算（第１号）」 

29.6.1   6.21 承  認 

報告第５号 

平成２８年度柏原市一般会計予算

の繰越明許費繰越計算報告につい

て 

29.6.1   6.21 報  告 

報告第６号 
平成２８年度柏原市市立柏原病院

事業会計予算の繰越しについて 
29.6.1   6.21 報  告 

議案第 28号 工事請負契約の締結について 29.6.1   6.1 原案可決 

議案第 29号 

公の施設（柏原市立サンヒルスポー

ツセンター）の指定管理者の指定に

ついて 

29.6.1   6.21 原案可決 

議案第 30号 寄附の収受について 29.6.1 総務文教 原案可決 6.30 原案可決 

議案第 31号 
監査委員の選任につき同意を求め

ることについて 
29.6.1   6.1 同  意 

議案第 32号 
農業委員会委員の任命につき同意

を求めることについて 
29.6.1   6.1 同  意 

議案第 33号 
農業委員会委員の任命につき同意

を求めることについて 
29.6.1   6.1 同  意 

議案第 34号 
農業委員会委員の任命につき同意

を求めることについて 
29.6.1   6.1 同  意 

議案第 35号 
農業委員会委員の任命につき同意

を求めることについて 
29.6.1   6.1 同  意 

議案第 36号 
平農業委員会委員の任命につき同

意を求めることについて 
29.6.1   6.1 同  意 

議案第 37号 
農業委員会委員の任命につき同意

を求めることについて 
29.6.1   6.1 同  意 
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議案第 38号 
農業委員会委員の任命につき同意

を求めることについて 
29.6.1   6.1 同  意 

議案第 39号 
農業委員会委員の任命につき同意

を求めることについて 
29.6.1   6.1 同  意 

議案第 40号 
農業委員会委員の任命につき同意

を求めることについて 
29.6.1   6.1 同  意 

議案第 41号 
農業委員会委員の任命につき同意

を求めることについて 
29.6.1   6.1 同  意 

議案第 42号 
農業委員会委員の任命につき同意

を求めることについて 
29.6.1   6.1 同  意 

議案第 43号 
農業委員会委員の任命につき同意

を求めることについて 
29.6.1   6.1 同  意 

議案第 43号 
農業委員会委員の任命につき同意

を求めることについて 
29.6.1   6.1 同  意 

議案第 45号 
農業委員会委員の任命につき同意

を求めることについて 
29.6.1   6.1 同  意 

議案第 46号 
柏原市事務分掌条例の一部改正に

ついて 
29.6.1 総務文教 原案可決 6.30 原案可決 

議案第 47号 
執行機関の附属機関に関する条例

の一部改正について 
29.6.1 総務文教 原案可決 6.30 原案可決 

議案第 48号 
柏原市副市長定数条例の一部改正

について 
29.6.1 総務文教 原案可決 6.30 原案可決 

議案第 49号 
一般職の任期付職員の採用に関す

る条例の一部改正について 
29.6.1 総務文教 原案可決 6.30 原案可決 

議案第 50号 
職員の育児休業等に関する条例の

一部改正について 
29.6.1   6.21 原案可決 

議案第 51号 

非常勤の職員の報酬及び費用弁償

に関する条例及び柏原市自治功労

者表彰条例の一部改正について 

29.6.1 総務文教 原案可決 6.30 原案可決 

議案第 52号 
市長の給料月額及び退職手当の特

例に関する条例の制定について 
29.6.1 総務文教 原案可決 6.30 原案可決 

議案第 53号 
特別職の職員の給料月額の特例に

関する条例の制定について 
29.6.1 総務文教 原案可決 6.30 原案可決 

議案第 54号 
職員の退職手当に関する条例の一

部改正について 
29.6.1 総務文教 原案可決 6.30 原案可決 

議案第 55号 
柏原市手数料条例の一部改正につ

いて 
29.6.1 市民福祉 原案可決 6.30 原案可決 

議案第 56号 
柏原市消費生活センター条例の制

定について 
29.6.1 建設産業 原案可決 6.30 原案可決 
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議案第 57号 
柏原市バリアフリー基本構想協議

会条例の制定について 
29.6.1 建設産業 原案可決 6.30 原案可決 

議案第 58号 

柏原市水道事業及び下水道事業の

設置等に関する条例の一部改正に

ついて 

29.6.1 建設産業 原案可決 6.30 原案可決 

議案第 59号 
平成２９年度柏原市一般会計補正

予算（第１号） 
29.6.1   6.21 原案可決 

議案第 60号 
平成２９年度柏原市一般会計補正

予算（第２号） 
29.6.1 各所管別 原案可決 6.30 原案可決 

議案第 61号 
平成２９年度柏原市市立柏原病院

事業会計補正予算（第１号） 
29.6.1 市民福祉 原案可決 6.30 原案可決 

議案第 62号 
平成２９年度柏原市水道事業会計

補正予算（第１号） 
29.6.1 建設産業 原案可決 6.30 原案可決 

議案第 63号 
平成２９年度柏原市下水道事業会

計補正予算（第１号） 
29.6.1 建設産業 原案可決 6.30 原案可決 

議員提出議案第4号 
柏原市議会委員会条例の一部改正

について 
29.6.30   6.30 原案可決 

議案第 64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 
29.6.30   6.30 適  任 

議案第 65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 
29.6.30   6.30 適  任 

議案第 66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 
29.6.30   6.30 適  任 

議案第 67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 
29.6.30   6.30 適  任 

 


