
 

 

議案等件名及び議決状況（一覧表） 

令和４年西条市議会第７回１２月定例会 

 議案等番号 件名 議決結果 提出日 議決日 

1 議案第 62 号 
令和 3年度西条市一般会計及び特別会計

歳入歳出決算の認定について 

認定 R4.9.6 

R4.11.29 

2 議案第 63 号 
令和 3年度西条市水道事業会計決算の認

定について 

3 議案第 64 号 
令和 3年度西条市病院事業会計決算の認

定について 

4 議案第 65 号 
令和 3年度西条市公共下水道事業会計決

算の認定について 

5 議案第 79 号 
令和 4年度西条市一般会計補正予算（第

7回）の専決処分について 
承認 

R4.11.29 

6 議案第 80 号 
令和 4年度西条市介護保険特別会計補正

予算（第 3回）の専決処分について 

7 議案第 81 号 
令和 4年度西条市一般会計補正予算（第

8回）について 

原案可決 R4.12.19 

8 議案第 82 号 
令和 4年度西条市国民健康保険特別会計

補正予算（第 2回）について 

9 議案第 83 号 
令和 4年度西条市介護保険特別会計補正

予算（第 4回）について 

10 議案第 84 号 
令和 4年度西条市土地開発事業特別会計

補正予算（第 1回）について 

11 議案第 85 号 
令和 4年度西条市本谷温泉事業特別会計

補正予算（第 1回）について 

12 議案第 86 号 
令和 4年度西条市後期高齢者医療保険特

別会計補正予算（第 1回）について 

13 議案第 87 号 
令和 4年度西条市病院事業会計補正予算

（第 2号）について 

14 議案第 88 号 
令和 4年度西条市公共下水道事業会計補

正予算（第 2号）について 

15 議案第 89 号 
西条市食の創造館の指定管理者の指定に

ついて 

16 議案第 90 号 
西条市本谷温泉館の指定管理者の指定に

ついて 



 

 

 議案等番号 件名 議決結果 提出日 議決日 

17 議案第 91 号 
西条市立西条郷土博物館及び五百亀記念

館の指定管理者の指定について 

原案可決 

R4.11.29 

R4.12.19 

18 議案第 92 号 字の新設及び小字の廃止について 

19 議案第 93 号 
西条市個人情報の保護に関する法律施行

条例について 

20 議案第 94 号 
西条市公共施設再編整備基金条例につい

て 

21 議案第 95 号 
西条市土地開発基金条例の一部を改正す

る条例について 

22 議案第 96 号 
西条市特別会計条例の一部を改正する条

例について 

23 議案第 97 号 
西条市職員の定年等に関する条例等の一

部を改正する等の条例について 

24 議案第 98 号 

西条市議会議員の議員報酬、期末手当及

び費用弁償条例の一部を改正する条例に

ついて 

R4.11.29 

25 議案第 99 号 
西条市小松まちづくり開発センター設置

及び管理条例を廃止する条例について 

R4.12.19 

26 議案第 100 号 
令和 4年度西条市一般会計補正予算（第

9回）について 

27 議案第 101 号 
令和 4年度西条市国民健康保険特別会計

補正予算（第 3回）について 

28 議案第 102 号 
令和 4年度西条市介護保険特別会計補正

予算（第 5回）について 

29 議案第 103 号 
令和 4年度西条市ひうち地域振興整備事

業特別会計補正予算（第 2回）について 

30 議案第 104 号 
令和 4年度西条市後期高齢者医療保険特

別会計補正予算（第 2回）について 

31 議案第 105 号 
西条市職員の給与に関する条例等の一部

を改正する条例について 

32 議案第 106 号 工事請負契約の締結について R4.12.5 

33 議案第 107 号 
令和 4年度西条市一般会計補正予算（第

10回）について 
R4.12.19 



 

 

 議案等番号 件名 議決結果 提出日 議決日 

34 議案第 108 号 教育長の任命について 

同意 R4.12.19 R4.12.19 

35 議案第 109 号 教育委員会委員の任命について  

36 議案第 110 号 公平委員会委員の任命について  

37 議案第 111 号 
固定資産評価審査委員会委員の任命につ

いて 

38 議案第 112 号 
固定資産評価審査委員会委員の任命につ

いて 

39 議案第 113 号 
固定資産評価審査委員会委員の任命につ

いて 

40 議案第 114 号 
固定資産評価審査委員会委員の任命につ

いて 

41 議案第 115 号 職員懲戒審査委員会委員の任命について 

42 議案第 116 号 職員懲戒審査委員会委員の任命について 

43 議案第 117 号 職員懲戒審査委員会委員の任命について 

44 議案第 118 号 職員懲戒審査委員会委員の任命について 

45 議案第 119 号 職員懲戒審査委員会委員の任命について 

46 議案第 120 号 
西条市壬生川財産区管理委員の任命につ

いて 

47 議案第 121 号 
西条市壬生川財産区管理委員の任命につ

いて 

48 議案第 122 号 
西条市壬生川財産区管理委員の任命につ

いて 

49 議案第 123 号 
西条市壬生川財産区管理委員の任命につ

いて 

50 議案第 124 号 
西条市壬生川財産区管理委員の任命につ

いて 

      



 

 

 議案等番号 件名 議決結果 提出日 議決日 

51 議案第 125 号 
西条市壬生川財産区管理委員の任命につ

いて 
同意 R4.12.19 R4.12.19 

52 議案第 126 号 
西条市壬生川財産区管理委員の任命につ

いて 

53 報告第 22 号 

市道横黒中 1号線の道路陥没箇所におけ

る負傷事故に伴う和解及び損害賠償の額

の決定の専決処分について 

報告聴取 R4.11.29 R4.12.5 

54 
委 員 会 提 出 

議案第 1 号 

西条市議会の個人情報の保護に関する条

例について 
原案可決 R4.12.19 

R4.12.19 

55 
委 員 会 提 出 

議案第 2 号 
議会活性化特別委員会の設置について 

56 請願第 21 号 
マイナンバー制度の利用拡大の中止を要

請する意見書の提出を求める請願 
不採択 ― 

57 請願第 22 号 学校給食の無償化を求める請願 

58  議員の派遣の承認について 承認 R4.12.19 

 


