
第２５回定例会 令和５年２⽉１３⽇ 

議案番号 議 案 名 結果 

議案第１号 岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業の設置等に関する条例の⼀部を改正する条例 原案可決 

議案第２号 岩⼿中部⽔道企業団個⼈情報保護法施⾏条例 原案可決 

議案第３号 岩⼿中部⽔道企業団職員の定年等に関する条例の⼀部を改正する条例 原案可決 

議案第４号 岩⼿中部⽔道企業団職員の⾼齢者部分休業条例 原案可決 

議案第５号 地⽅公務員法の⼀部を改正する法律の施⾏に伴う関係条例の整理条例 原案可決 

議案第６号 令和４年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計補正予算（第３号） 原案可決 

議案第７号 令和５年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計予算 原案可決 

発議案第１号 岩⼿中部⽔道企業団議会個⼈情報保護条例 原案可決 

発議案第２号 企業⻑の専決処分事項の指定について 原案可決 

 

第２4 回定例会 令和４年１０⽉２９⽇ 

議案番号 議 案 名 結果 

議案第８号 岩⼿中部⽔道企業団職員の育児休業等条例の⼀部を改正する条例 原案可決 

議案第９号 
令和３年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計利益剰余⾦の処分及び決算の

認定について 

原案可決 

及び認定 

議案第 10 号 令和４年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計補正予算（第２号） 原案可決 

 

第２3 回臨時会 令和４年８⽉２９⽇ 

議案番号 議 案 名 結果 

報告第１号 令和３年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計予算繰越計算書について 報告済 

議案第５号 岩⼿中部⽔道企業団個⼈情報保護条例の⼀部を改正する条例 原案可決 

議案第６号 岩⼿中部⽔道企業団職員の育児休業等条例の⼀部を改正する条例 原案可決 

議案第７号 令和４年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計補正予算（第１号） 原案可決 



 

第２２回定例会 令和４年２⽉２１⽇ 

議案番号 議 案 名 結果 

議案第１号 令和３年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計補正予算（第２号） 原案可決 

議案第２号 令和４年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計予算 原案可決 

議案第３号 
岩⼿県市町村総合事務組合を組織する地⽅公共団体の数の減少及び岩⼿県

市町村総合事務組合規約の⼀部変更の協議について 
原案可決 

議案第４号 岩⼿中部⽔道企業団監査委員の選任について 原案同意 

 

第２１回定例会 令和３年１０⽉２５⽇ 

議案番号 議 案 名 結果 

報告第１号 令和２年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計予算繰越計算書について 報告済 

報告第２号 
地⽅公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資⾦不⾜⽐率の報告に

ついて 
報告済 

議案第４号 岩⼿中部⽔道企業団個⼈情報保護条例の⼀部を改正する条例 原案可決 

議案第５号 
令和２年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計利益剰余⾦の処分及び決算の

認定について 

原案可決

及び認定 

議案第６号 令和３年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計補正予算（第１号） 原案可決 

 

第２０回定例会 令和３年２⽉２２⽇ 

議案番号 議 案 名 結果 

議案第１号 岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業の設置等に関する条例の⼀部を改正する条例 原案可決 

議案第２号 岩⼿中部⽔道企業団給⽔条例の⼀部を改正する条例 原案可決 

議案第３号 令和３年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計予算 原案可決 

 



第１９回定例会 令和２年１０⽉２６⽇ 

議案番号 議 案 名 結果 

報告第１号 令和元年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計予算繰越計算書について 報告済 

報告第２号 
地⽅公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資⾦不⾜⽐率の報告に 

ついて 
報告済 

議案第５号 
令和元年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計利益剰余⾦の処分及び決算の 

認定について 

原案可決

及び認定 

議案第６号 令和２年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計補正予算（第１号） 原案可決 

 

第１８回臨時会 令和２年４⽉２８⽇ 

議⻑選挙の結果 

 ⼩原 享⼦ 当選 

第１７回定例会 令和２年２⽉１７⽇ 

議案番号 議 案 名 結果 

議案第１号 
岩⼿中部⽔道企業団特別職の職員の給与及び費⽤弁償に関する条例の⼀部

を改正する条例 
原案可決 

議案第２号 令和２年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計予算 原案可決 

議案第３号 
岩⼿県市町村総合事務組合を組織する地⽅公共団体の数の減少及び岩⼿県

市町村総合事務組合規約の⼀部変更の協議について 
原案可決 

議案第４号 岩⼿県市町村総合事務組合の財産処分の協議について 原案可決 

 

第１６回定例会 令和元年１０⽉１８⽇ 

議案番号 議 案 名 結果 

報告第２号 
地⽅公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資⾦不⾜⽐率の報告に

ついて 
報告済 



議案番号 議 案 名 結果 

議案第８号 
平成 30 年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計利益剰余⾦の処分及び決算

の認定について 

原案可決

及び認定 

議案第９号 
岩⼿中部⽔道企業団⼈事⾏政運営等の状況の公表条例等の⼀部を改正する

条例 
原案可決 

議案第 10 号 令和元年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計補正予算（第１号） 原案可決 

議案第 11 号 岩⼿中部⽔道企業団監査委員の選任について 原案同意 

 

第１５回臨時会 令和元年８⽉１９⽇ 

議案番号 議 案 名 結果 

報告第 1 号 平成 30 年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計予算繰越計算書について 報告済 

議案第６号 除雪⾞の物損事故に係る補償に関する専決処分について 原案承認 

議案第７号 岩⼿中部⽔道企業団給⽔条例の⼀部を改正する条例 原案可決 

 

第１４回定例会 平成３１年２⽉２０⽇ 

議案番号 議 案 名 結果 

議案第１号 岩⼿中部⽔道企業団職員の⾃⼰啓発等休業条例の⼀部を改正する条例 原案可決 

議案第２号 岩⼿中部⽔道企業団給⽔条例の⼀部を改正する条例 原案可決 

議案第３号 平成 30 年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計補正予算（第３号） 原案可決 

議案第４号 平成 31 年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計予算 原案可決 

議案第５号 
岩⼿県市町村総合事務組合を組織する地⽅公共団体の数の減少及び岩⼿県

市町村総合事務組合規約の⼀部変更の協議について 
原案可決 

 

 

 



第１３回定例会 平成３０年１０⽉１９⽇ 

議案番号 議 案 名 結果 

報告第２号 
地⽅公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資⾦不⾜⽐率の報告に

ついて 
報告済 

議案第８号 
平成 29 年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計利益剰余⾦の処分及び決算

の認定について 

原案可決

及び認定 

議案第９号 岩⼿中部⽔道企業団職員の育児休業等条例の⼀部を改正する条例 原案可決 

議案第 10 号 平成 30 年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計補正予算（第２号） 原案可決 

 

第１２回臨時会 平成３０年８⽉２４⽇ 

議案番号 議 案 名 結果 

報告第１号 平成 29 年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計予算繰越計算書について 報告済 

議案第７号 平成 30 年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計補正予算（第１号） 原案可決 

 

第１１回定例会 平成３０年２⽉２２⽇ 

議案番号 議 案 名 結果 

議案第１号 岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業の設置等に関する条例の⼀部の改正する条例 原案可決 

議案第２号 平成 30 年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計予算 原案可決 

議案第３号 
岩⼿県市町村総合事務組合における共同処理する事務の変更及び岩⼿県市

町村総合事務組合規約の⼀部変更の協議について 
原案可決 

議案第４号 岩⼿県市町村総合事務組合の財産処分の協議について 原案可決 

議案第５号 岩⼿中部⽔道企業団監査委員の選任について 原案同意 

議案第６号 岩⼿中部⽔道企業団監査委員の選任について 原案同意 

 

 



第１０回定例会 平成２９年１０⽉２０⽇ 

議案番号 議 案 名 結果 

報告第１号 
地⽅公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資⾦不⾜⽐率の報告

について 
報告済 

議案第８号 
平成28年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計利益剰余⾦の処分及び決算

の認定について 

原案可決

及び認定 

議案第９号 
岩⼿中部⽔道企業団情報公開条例及び岩⼿中部⽔道企業団個⼈情報保護

条例の⼀部を改正する条例 
原案可決 

議案第 10 号 岩⼿中部⽔道企業団職員の育児休業等条例の⼀部を改正する条例 原案可決 

議案第 11 号 
岩⼿中部⽔道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の⼀部を改

正する条例 
原案可決 

議案第 12 号 平成 29 年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計補正予算（第１号） 原案可決 

議案第 13 号 
岩⼿中部⽔道企業団特別職の職員の給与及び費⽤弁償に関する条例の⼀

部を改正する条例 
原案可決 

 

第９回定例会 平成２９年２⽉１３⽇ 

議案番号 議 案 名 結果 

議案第１号 公⽤⾞の事故に係る損害賠償事件に関する専決処分について 原案承認 

議案第２号 岩⼿中部⽔道企業団職員の⾃⼰啓発等休業条例 原案可決 

議案第３号 岩⼿中部⽔道企業団職員の配偶者同⾏休業条例 原案可決 

議案第４号 
岩⼿中部⽔道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の⼀部を改

正する条例 
原案可決 

議案第５号 紫波町⽚寄配⽔区内濁⽔発⽣に係る損害賠償の額を定めることについて 原案可決 

議案第６号 平成 28 年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計補正予算（第１号） 原案可決 

議案第７号 平成 29 年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計予算 原案可決 

 

 



第８回定例会 平成２８年１０⽉３１⽇ 

議案番号 議 案 名 結果 

報告第１号 平成 27 年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計予算繰越計算書について 報告済 

報告第２号 
地⽅公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資⾦不⾜⽐率の報告

について 
報告済 

議案第８号 
平成 27 年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計利益剰余⾦の処分及び決算

の認定について 

原案可決

及び認定 

議案第９号 
岩⼿県市町村総合事務組合を組織する地⽅公共団体の数の減少及び岩⼿

県市町村総合事務組合規約の⼀部変更の協議に関する専決処分について 
原案承認 

 

第７回臨時会 平成２８年４⽉２６⽇ 

議案番号 議 案 名 結果 

議案第４号 岩⼿中部⽔道企業団⾏政不服審査法施⾏条例 原案可決 

議案第５号 
岩⼿中部⽔道企業団情報公開条例及び岩⼿中部⽔道企業団個⼈情報保護

条例の⼀部を改正する条例 
原案可決 

議案第６号 
岩⼿中部⽔道企業団特別職の職員の給与及び費⽤弁償に関する条例の⼀

部を改正する条例 
原案可決 

議案第７号 
岩⼿中部⽔道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の⼀部を改

正する条例  
原案可決 

 

第６回定例会 平成２８年２⽉５⽇ 

議案番号 議 案 名 結果 

議案第１号 平成 27 年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計補正予算（第１号） 原案可決 

議案第２号 平成 28 年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計予算 原案可決 

議案第３号 
岩⼿中部⽔道企業団⼈事⾏政運営等の状況の公表条例の⼀部を改正する

条例 
原案可決 

 



第５回定例会 平成２７年１０⽉２２⽇ 

議案番号 議 案 名 結果 

報告第１号 平成 26 年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計継続費精算報告書について 報告済 

報告第２号 
地⽅公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資⾦不⾜⽐率の報告

について 
報告済 

議案第３号 
平成 26 年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計利益剰余⾦の処分及び決算

の認定について 

原案可決

及び認定 

議案第４号 岩⼿中部⽔道企業団個⼈情報保護条例の⼀部を改正する条例 原案可決 

 

第４回定例会 平成２７年２⽉１２⽇ 

議案番号 議 案 名 結果 

議案第１号 平成 26 年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計補正予算（第２号） 原案可決 

議案第２号 平成 27 年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計予算 原案可決 

 

第３回定例会 平成２６年１０⽉２２⽇ 

議案番号 議 案 名 結果 

報告第１号 
平成 25 年度岩⼿中部広域⽔道企業団⽔道⽤⽔供給事業会計継続費繰越計

算書について 
報告済 

報告第２号 
地⽅公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資⾦不⾜⽐率の報告

について 
報告済 

認定第１号 
平成 25 年度岩⼿中部広域⽔道企業団⽔道⽤⽔供給事業会計決算の認定に

ついて 
原案認定 

議案第 31 号 平成 26 年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計補正予算（第１号） 原案可決 

 

 



第２回臨時会 平成２６年８⽉２２⽇ 

議案番号 議 案 名 結果 

議案第 29 号 
岩⼿中部⽔道企業団特別職の職員の給与及び費⽤弁償に関する条例の⼀

部を改正する条例 
原案可決 

議案第 30 号 岩⼿中部⽔道企業団給⽔条例の⼀部を改正する条例 原案可決 

 

第１回定例会 平成２６年２⽉６⽇ 

議案番号 議 案 名 結果 

発議案第１号 岩⼿中部⽔道企業団議会会議規則の制定について 原案可決 

議案第１号 岩⼿中部⽔道企業団公告式条例の専決処分について 原案承認 

議案第２号 岩⼿中部⽔道企業団議会定例会条例の専決処分について 原案承認 

議案第３号 岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業の設置等に関する条例 原案可決 

議案第４号 岩⼿中部⽔道企業団の休⽇に関する条例 原案可決 

議案第５号 岩⼿中部⽔道企業団監査委員条例 原案可決 

議案第６号 岩⼿中部⽔道企業団情報公開条例 原案可決 

議案第７号 岩⼿中部⽔道企業団個⼈情報保護条例 原案可決 

議案第８号 岩⼿中部⽔道企業団職員定数条例 原案可決 

議案第９号 岩⼿中部⽔道企業団⼈事⾏政運営等の状況の公表条例 原案可決 

議案第 10 号 岩⼿中部⽔道企業団職員の分限に関する⼿続及び効果に関する条例 原案可決 

議案第 11 号 岩⼿中部⽔道企業団職員の休職の事由に関する条例 原案可決 

議案第 12 号 岩⼿中部⽔道企業団職員の定年等に関する条例 原案可決 

議案第 13 号 岩⼿中部⽔道企業団職員の再任⽤条例 原案可決 

議案第 14 号 岩⼿中部⽔道企業団職員の懲戒の⼿続及び効果に関する条例 原案可決 

議案第 15 号 岩⼿中部⽔道企業団職員の服務の宣誓に関する条例 原案可決 

議案第 16 号 岩⼿中部⽔道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例 原案可決 

議案第 17 号 岩⼿中部⽔道企業団職員の育児休業等条例 原案可決 



議案番号 議 案 名 結果 

議案第 18 号 岩⼿中部⽔道企業団議会議員の議員報酬及び費⽤弁償条例 原案可決 

議案第 19 号 岩⼿中部⽔道企業団特別職の職員の給与及び費⽤弁償に関する条例 原案可決 

議案第 20 号 岩⼿中部⽔道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例 原案可決 

議案第 21 号 岩⼿中部⽔道企業団⻑期継続契約条例 原案可決 

議案第 22 号 岩⼿中部⽔道企業団⾏政財産使⽤料条例 原案可決 

議案第 23 号 岩⼿中部⽔道企業団職員互助会に関する条例 原案可決 

議案第 24 号 岩⼿中部⽔道企業団給⽔条例 原案可決 

議案第 25 号 平成 26 年度岩⼿中部⽔道企業団⽔道事業会計予算 原案可決 

議案第 26 号 
岩⼿県市町村総合事務組合に加⼊することの協議に関し議決を求めること

について 
原案可決 

議案第 27 号 岩⼿中部⽔道企業団監査委員の選任について 原案可決 

議案第 28 号 岩⼿中部⽔道企業団監査委員の選任について 原案可決 

 


