
平成２７年第１回定例会 

○条 例 

議 案 番 号 件        名 議決年月日 議決の結果 

議案第 1号 
紀美野町教育長の職務に専念する義
務の特例に関する条例の制定につい
て 

H27.3.11 原案可決 

議案第 2号 

紀美野町指定介護予防支援の事業の
人員及び運営並びに指定介護予防支
援に係る介護予防のための効果的な
支援の方法に関する基準等を定める
条例の制定について 

H27.3.11 原案可決 

議案第 3号 
紀美野町地域包括支援センターの人
員及び運営に関する基準を定める条
例の制定について 

H27.3.11 原案可決 

議案第 4号 
紀美野町鳥獣被害対策実施隊の設置
に関する条例の制定について 

H27.3.11 原案可決 

議案第 5号 
紀美野町課設置条例の一部を改正す
る条例について 

H27.3.11 原案可決 

議案第 6号 
紀美野町行政手続条例の一部を改正
する条例について 

H27.3.11 原案可決 

議案第 7号 
紀美野町移動通信用鉄塔施設条例の
一部を改正する条例について 

H27.3.11 原案可決 

議案第 8号 
紀美野町職員定数条例の一部を改正
する条例について 

H27.3.11 原案可決 

議案第 9号 
紀美野町特別職報酬審議会条例の一
部を改正する条例について 

H27.3.11 原案可決 

議案第 10号 
紀美野町特別職の職員で非常勤のも
のの報酬及び費用弁償条例の一部を
改正する条例について 

H27.3.11 原案可決 

議案第 11号 
紀美野町長及び副町長の給与等条例
の一部を改正する条例について 

H27.3.11 原案可決 

議案第 12号 
紀美野町教育委員会教育長の給与等
条例の一部を改正する条例について 

H27.3.11 原案可決 

議案第 13号 
紀美野町職員特殊勤務手当条例の一
部を改正する条例について 

H27.3.11 原案可決 

議案第 14号 
紀美野町ひとり親家庭医療費助成条
例の一部を改正する条例について 

H27.3.11 原案可決 

議案第 15号 
紀美野町国民健康保険税条例の一部
を改正する条例について 

H27.3.11 原案可決 

議案第 16号 
紀美野町介護保険条例の一部を改正
する条例について 

H27 3.11 原案可決 

議案第 17号 

紀美野町指定地域密着型サービスの
事業の人員、設置及び運営に関する
基準等を定める条例の一部を改正す
る条例について 

H27.3.11 原案可決 

議案第 18号 
紀美野町廃棄物の処理及び清掃に関
する条例の全部を改正する条例につ
いて 

H27.3.11 原案可決 

議案第 19号 
紀美野町火災予防条例の一部を改正
する条例について 

H27.3.11 原案可決 
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○予 算 

議 案 番 号 件        名 議決年月日 議決の結果 

議案第 32 号 
平成２６年度紀美野町一般会計補正予算

（第７号）について 
H27.3.17 原案可決 

議案第 33 号 
平成２６年度紀美野町国民健康保険事業特

別会計予算（第４号）について 
H27.3.17 原案可決 

議案第 34 号 
平成２６年度紀美野町国民健康保険診療所

事業特別会計予算（第２号）について 
H27.3.17 原案可決 

議案第 35 号 
平成２６年度紀美野町後期高齢者医療特別

会計予算（第２号）について 
H27.3.17 原案可決 

議案第 36 号 
平成２６年度紀美野町介護保険事業特別会

計予算（第３号）について 
H27.3.17 原案可決 

議案第 37 号 
平成２６年度紀美野町上水道事業会計補正

予算（第２号）について 
H27.3.17 原案可決 

議案第 38 号 
平成２７年度紀美野町一般会計予算につい

て 
H27.3.20 原案可決 

議案第 39 号 
平成２７年度紀美野町国民健康保険事業特

別会計予算について 
H27.3.20 原案可決 

議案第 40 号 
平成２７年度紀美野町国民健康保険診療所

事業特別会計予算について 
H27.3.20 原案可決 

議案第 41 号 
平成２７年度紀美野町後期高齢者医療特別

会計予算について 
H27.3.20 原案可決 

議案第 42 号 
平成２７年度紀美野町介護保険事業特別会

計予算について 
H27.3.20 原案可決 

議案第 43 号 
平成２７年度紀美野町のかみふれあい公園

運営事業特別会計予算について 
H27.3.20 原案可決 

議案第 44 号 
平成２７年度紀美野町農業集落排水事業特

別会計予算について 
H27.3.20 原案可決 

議案第 45 号 
平成２７年度紀美野町野上簡易水道事業特

別会計予算について 
H27.3.20 原案可決 

議案第 46 号 
平成２７年度紀美野町美里簡易水道事業特

別会計予算について 
H27.3.20 原案可決 

議案第 47 号 
平成２７年度紀美野町上水道事業会計予算

について 
H27.3.20 原案可決 
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○その他 

議 案 番 号 件        名 議決年月日 議決の結果 

議案第 24 号 
固定資産評価審査委員会委員の選任の同意

について 
H27. 3. 11 同  意 

議案第 25 号 
固定資産評価審査委員会委員の選任の同意

について 
H27. 3. 11 同  意 

議案第 26 号 
固定資産評価審査委員会委員の選任の同意

について 
H27. 3. 11 同  意 

議案第 27 号 教育委員会委員の任命の同意について H27. 3. 11 同  意 

議案第 28 号 人権擁護委員候補者の推薦について H27. 3. 11 同  意 

議案第 29 号 人権擁護委員候補者の推薦について H27. 3. 11 同  意 

議案第 30 号 人権擁護委員候補者の推薦について H27. 3. 11 同  意 

議案第 31 号 人権擁護委員候補者の推薦について H27. 3. 11 同  意 

議案第 20 号 新町まちづくり計画の変更について H27. 3. 17 原案可決 

議案第 21 号 
紀美野町過疎地域自立促進計画の変更につい

て 
H27. 3. 17 原案可決 

議案第 22 号 辺地総合整備計画の変更について H27. 3. 17 原案可決 

議案第 23 号 紀美野町道路線の変更について H27. 3. 17 原案可決 

 

 


