
議案番号議案番号議案番号議案番号 議          案          名議          案          名議          案          名議          案          名 審査結果審査結果審査結果審査結果

議案第66号
上田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例及び上田市職員
の分限に関する条例中一部改正について

可決

議案第67号 上田市障害者自立支援法施行条例制定について 可決

議案第68号 上田市社会就労センター条例中一部改正について 可決

議案第69号 上田市国民健康保険条例中一部改正について 可決

議案第70号 上田市消防団の設置等に関する条例等中一部改正について 可決

議案第71号 平成１７年度上田市一般会計決算認定について 継続審査

議案第72号 平成１７年度上田市土地取得事業特別会計決算認定について 継続審査

議案第73号
平成１７年度上田市塩田有線放送電話事業特別会計決算認定につ
いて

継続審査

議案第74号
平成１７年度同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計決算認定
について

継続審査

議案第75号 平成１７年度上田市交通災害共済事業特別会計決算認定について 継続審査

議案第76号
平成１７年度上田市福祉事業センター事業特別会計決算認定につ
いて

継続審査

議案第77号 平成１７年度上田市国民健康保険事業特別会計決算認定について 継続審査

議案第78号 平成１７年度上田市老人保健事業特別会計決算認定について 継続審査

議案第79号 平成１７年度上田市介護保険事業特別会計決算認定について 継続審査

議案第80号 平成１７年度上田市市街地再開発事業特別会計決算認定について 継続審査

議案第81号 平成１７年度上田市駐車場事業特別会計決算認定について 継続審査

議案第82号 平成１７年度丸子町一般会計決算認定について 継続審査

議案第83号 平成１７年度丸子町国民健康保険特別会計決算認定について 継続審査

議案第84号 平成１７年度丸子町老人保健特別会計決算認定について 継続審査

議案第85号 平成１７年度丸子町介護保険特別会計決算認定について 継続審査

議案第86号
平成１７年度丸子町同和地区住宅新築資金等貸付特別会計決算認
定について

継続審査

議案第87号 平成１７年度真田町一般会計決算認定について 継続審査

議案第88号 平成１７年度真田町国民健康保険特別会計決算認定について 継続審査

議案第89号 平成１７年度真田町老人保健特別会計決算認定について 継続審査

議案第90号 平成１７年度真田町介護保険特別会計決算認定について 継続審査

議案一覧表議案一覧表議案一覧表議案一覧表
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議案第91号
平成１７年度真田町同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計決
算認定について

継続審査

議案第92号 平成１７年度真田町公共下水道事業特別会計決算認定について 継続審査

議案第93号 平成１７年度真田町農業集落排水事業特別会計決算認定について 継続審査

議案第94号 平成１７年度真田町集合支払特別会計決算認定について 継続審査

議案第95号 平成１７年度武石村一般会計決算認定について 継続審査

議案第96号 平成１７年度武石村国民健康保険特別会計決算認定について 継続審査

議案第97号 平成１７年度武石村老人保健特別会計決算認定について 継続審査

議案第98号 平成１７年度武石村診療所特別会計決算認定について 継続審査

議案第99号 平成１７年度武石村簡易水道特別会計決算認定について 継続審査

議案第100号 平成１７年度武石村獅子ヶ城簡易水道特別会計決算認定について 継続審査

議案第101号 平成１７年度武石村農業集落排水特別会計決算認定について 継続審査

議案第102号
平成１７年度武石村同和地区住宅新築資金等貸付特別会計決算認
定について

継続審査

議案第103号 平成１７年度上田市一般会計決算認定について 継続審査

議案第104号
平成１７年度上田市塩田有線放送電話事業特別会計決算認定につ
いて

継続審査

議案第105号 平成１７年度上田市土地取得事業特別会計決算認定について 継続審査

議案第106号 平成１７年度上田市交通災害共済事業特別会計決算認定について 継続審査

議案第107号
平成１７年度上田市同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計決
算認定について

継続審査

議案第108号 平成１７年度上田市国民健康保険事業特別会計決算認定について 継続審査

議案第109号 平成１７年度上田市老人保健事業特別会計決算認定について 継続審査

議案第110号 平成１７年度上田市介護保険事業特別会計決算認定について 継続審査

議案第111号 平成１７年度上田市社会福祉授産事業特別会計決算認定について 継続審査

議案第112号 平成１７年度上田市武石診療所事業特別会計決算認定について 継続審査

議案第113号 平成１７年度上田市駐車場事業特別会計決算認定について 継続審査

議案第114号 平成１７年度上田市市街地再開発事業特別会計決算認定について 継続審査

議案第115号 平成１７年度上田市武石簡易水道事業特別会計決算認定について 継続審査

議案第116号
平成１７年度上田市獅子ヶ城簡易水道事業特別会計決算認定につ
いて

継続審査

議案第117号
平成１７年度上田市真田公共下水道事業特別会計決算認定につい
て

継続審査
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議案第118号
平成１７年度上田市真田農業集落排水事業特別会計決算認定につ
いて

継続審査

議案第119号
平成１７年度上田市武石農業集落排水事業特別会計決算認定につ
いて

継続審査

議案第120号 平成１７年度上田市産院事業会計決算認定について 継続審査

議案第121号 平成１７年度上田市産院事業会計決算認定について 継続審査

議案第122号 平成１７年度上田市水道事業会計決算認定について 継続審査

議案第123号 平成１７年度上田市公共下水道事業会計決算認定について 継続審査

議案第124号 平成１７年度上田市農業集落排水事業会計決算認定について 継続審査

議案第125号 平成１７年度丸子町水道事業会計決算認定について 継続審査

議案第126号 平成１７年度丸子町公共下水道事業会計決算認定について 継続審査

議案第127号 平成１７年度丸子町農業集落排水事業会計決算認定について 継続審査

議案第128号 平成１７年度真田町水道事業会計決算認定について 継続審査

議案第129号 平成１７年度菅平高原上水道事業会計決算認定について 継続審査

議案第130号 平成１７年度上田市水道事業会計決算認定について 継続審査

議案第131号 平成１７年度上田市公共下水道事業会計決算認定について 継続審査

議案第132号 平成１７年度上田市農業集落排水事業会計決算認定について 継続審査

議案第133号 平成１７年度真田町有線放送電話事業会計決算認定について 継続審査

議案第134号 平成１７年度上田市真田有線放送電話事業会計決算認定について 継続審査

議案第135号 平成１８年度上田市一般会計補正予算第２号 可決

議案第136号 平成１８年度国民健康保険事業特別会計補正予算第１号 可決

議案第137号平成１８年度上田市産院事業会計補正予算第１号 可決

議案第138号平成１８年度上田市水道事業会計補正予算第１号 可決

議案第139号
基盤整備促進事業「欠口用水地区」水路改修工事の施行に関する
協定の締結について

可決

議案第140号
上田市特定環境保全公共下水道菅平浄化センター機械電気設備工
事委託に関する協定の締結について

可決

報告第28号
専決処分した平成１８年度上田市一般会計補正予算第１号の承認に
ついて

承認

報告第29号
専決処分した平成１８年度上田市駐車場事業特別会計補正予算第１
号の承認について

承認

議案第65号 上田市議会の議決事件に関する条例制定について 可決

議案第141号 トンネルじん肺の根絶を求める意見書 可決
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・条例案６件、決算認定６４件、予算案４件、事件決議案２件、意見書１件、報告２件、合計７
９件
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