
平成２４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 

住民基本台帳法の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整理に関する条例につ

いて 

H24.3.13 原案可決 

議案第 2 号 
紀美野町地区集会所条例等の一部を改正す

る条例について 
H24.3.13 原案可決 

議案第 3 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 

H24.3.13 原案可決 

議案第 4 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 
H24.3.13 原案可決 

議案第 5 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 
H24.3.13 原案可決 

議案第 6 号 
紀美野町職員給与条例の一部を改正する条

例の一部を改正する条例について 
H24.3.13 原案可決 

議案第 7 号 
紀美野町税条例の一部を改正する条例につ

いて 
H24.3.13 原案可決 

 議案第 8 号 
紀美野町消防手数料条例の一部を改正する

条例について 
H24.3.13 原案可決 

 議案第 9 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 
H24.3.13 原案可決 

 議案第 10 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 
H24.3.13 原案可決 

議案第 11 号 
紀美野町営住宅条例の一部を改正する条例

について 
H24.3.13 原案可決 

 議案第 12 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 
H24.3.13 原案可決 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２４年第１回定例会 

○予 算 

議 案 番 号 件        名 議決年月日 議決の結果 

議案第 28 号 
平成２３年度紀美野町一般会計補正予算

（第５号）ついて 
H24.3.13 原案可決 

議案第 29 号 
平成２３年度紀美野町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第３号）について 
H24.3.13 原案可決 

議案第 30 号 
平成２３年度紀美野町国民健康保険診療所

事業特別会計補正予算（第３号）について 
H24.3.13 原案可決 

議案第 31 号 
平成２３年度紀美野町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第３号）について 
H24.3.13 原案可決 

議案第 32 号 
平成２３年度紀美野町介護保険事業特別会 

計補正予算（第２号）について 
H24.3.13 原案可決 

議案第 33 号 
平成２３年度紀美野町野上簡易水道事業特

別会計補正予算（第４号）について 
H24.3.13 原案可決 

議案第 34 号 
平成２３年度紀美野町美里簡易水道事業特

別会計補正予算（第５号）について 
H24.3.13 原案可決 

議案第 35 号 
平成２３年度紀美野町上水道事業会計補正

予算（第３号）について 
H24.3.13 原案可決 

議案第 46 号 
平成２３年度紀美野町一般会計補正予算

（第６号）について 
H24.3.27 原案可決 

議案第 36 号 
平成２４年度紀美野町一般会計予算につい

て 
H24.3.23 原案可決 

議案第 37 号 
平成２４年度紀美野町国民健康保険事業特

別会計予算について 
H24.3.23 原案可決 

議案第 38 号 
平成２４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 
H24.3.23 原案可決 

議案第 39 号 
平成２４年度紀美野町後期高齢者医療特別

会計予算について 
H24.3.23 原案可決 

議案第 40 号 
平成２４年度紀美野町介護保険事業特別会

計予算について 
H24.3.23 原案可決 

議案第 41 号 
平成２４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 
H24.3.23 原案可決 

議案第 42 号 
平成２４年度紀美野町農業集落排水事業特

別会計予算について 
H24.3.23 原案可決 

議案第 43 号 
平成２４年度紀美野町野上簡易水道事業特

別会計予算について 
H24.3.23 原案可決 

議案第 44 号 
平成２４年度紀美野町美里簡易水道事業特

別会計予算について 
H24.3.23 原案可決 

議案第 45 号 
平成２４年度紀美野町上水道事業会計予算

について 
H24.3.23 原案可決 



平成２４年第１回定例会 

○その他 

議 案 番 号 件        名 議決年月日 議決の結果 

議案第１３号 
国民健康保険野上厚生病院組合規約の変更

について 
H24.3.27 原案可決 

議案第１４号 町有財産の無償貸し付けについて H24.3.27 原案可決 

議案第１５号 
指定管理者の指定について（紀美野町美里

の湯かじか荘） 
H24.3.27 原案可決 

議案第１６号 
指定管理者の指定について（紀美野町毛原

オートキャンプ場） 
H24.3.27 原案可決 

議案第１７号 
紀美野町過疎地域自立促進計画の変更につ

いて 
H24.3.27 原案可決 

議案第１８号 辺地総合整備計画の変更について H24.3.27 原案可決 

議案第１９号 公平委員会委員の選任の同意について H24.3.27 選任同意 

議案第２０号 
固定資産評価審査委員会委員の選任の同意

について 
H24.3.27 選任同意 

議案第２１号 
固定資産評価審査委員会委員の選任の同意

について 
H24.3.27 選任同意 

議案第２２号 
固定資産評価審査委員会委員の選任の同意

について 
H24.3.27 選任同意 

議案第２３号 教育委員会委員の任命の同意について H24.3.23 任命同意 

議案第２４号 人権擁護委員の推薦について H24.3.27 推薦同意 

議案第２５号 人権擁護委員の推薦について H24.3.27 推薦同意 

議案第２６号 人権擁護委員の推薦について H24.3.27 推薦同意 

議案第２７号 人権擁護委員の推薦について H24.3.27 推薦同意 

請願第 １号 
「国に消費税の増税に反対する意見書」の

提出を求める請願について 
H24.3.27 採  択 

請願第 ２号 

子ども・子育て新システム導入に反対し、

現行保育制度の拡充を求める請願書につい

て 

H24.3.27 採  択 

陳情第 １号 

「こころの健康を守り推進する基本法」（仮

称）の法制化を求める意見書の提出につい

ての陳情について 

H24.3.27 採  択 

陳情第 ２号 
小川地区の活性化のための支援を求める陳

情書について 
H24.3.27 採  択 

陳情第 ３号 
障害者総合福祉法の制定を求める国への意

見書についての陳情書について 
H24.3.27 採  択 



発議第 １号 
消費税の増税に反対する意見書（案）につ

いて 
H24.3.27 原案可決 

発議第 ２号 

子ども・子育て新システム導入に反対し、

現行保育制度の拡充を求める意見書（案）

について 

H24.3.27 原案可決 

発議第 ３号 
「こころの健康を守り推進する基本法（仮

称）」の制定を求める意見書（案）について 
H24.3.27 原案可決 

発議第 ４号 
障害者総合福祉法の早期制定を求める意見

書（案）について 
H24.3.27 原案可決 

 


