
平成２３年第１回定例会　議決結果
件 名 議決月日 議決番号 結 果

平成23年度姶良市一般会計予算 Ｈ23・3・28 17 原案可決

平成23年度姶良市国民健康保険特別会計事業勘
定予算

Ｈ23・3・28 18 原案可決

平成23年度姶良市国民健康保険特別会計施設勘
定予算

Ｈ23・3・28 19 原案可決

平成23年度姶良市後期高齢者医療特別会計予算 Ｈ23・3・28 20 原案可決

平成23年度姶良市介護保険特別会計保険事業勘
定予算

Ｈ23・3・28 21 原案可決

平成23年度姶良市介護保険特別会計介護サービ
ス事業勘定予算

Ｈ23・3・28 22 原案可決

平成23年度姶良市簡易水道施設事業特別会計予
算

Ｈ23・3・28 23 原案可決

平成23年度姶良市農業集落排水事業特別会計予
算

Ｈ23・3・28 24 原案可決

平成23年度姶良市地域下水処理事業特別会計予
算

Ｈ23・3・28 25 原案可決

平成23年度姶良市農林業労働者災害共済事業特
別会計予算

Ｈ23・3・28 26 原案可決

平成23年度姶良市土地区画整理事業特別会計予
算

Ｈ23・3・28 27 原案可決

平成23年度姶良市水道事業会計予算 Ｈ23・3・28 28 原案可決

姶良市長等の給与の減額に関する条例の制定の
件

Ｈ23・3・8 1 原案可決

姶良市過疎地域自立促進基金条例制定の件 Ｈ23・3・8 2 原案可決

姶良市企業立地促進条例の一部を改正する条例
の件

Ｈ23・3・28 29 原案可決

平成22年度姶良市一般会計補正予算（第9号） Ｈ23・3・8 4 原案可決

平成22年度姶良市国民健康保険特別会計事業勘
定補正予算（第3号）

Ｈ23・3・8 5 原案可決
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議案第３号
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平成22年度姶良市国民健康保険特別会計施設勘
定補正予算（第4号）

Ｈ23・3・8 6 原案可決

平成22年度姶良市後期高齢者医療特別会計補正
予算（第3号）

Ｈ23・3・8 7 原案可決

平成22年度姶良市老人保健医療特別会計補正予
算（第2号）

Ｈ23・3・8 8 原案可決

平成22年度姶良市介護保険特別会計保険事業勘
定補正予算（第3号）

Ｈ23・3・8 9 原案可決

平成22年度姶良市介護保険特別会計介護サービ
ス事業勘定補正予算（第3号）

Ｈ23・3・8 10 原案可決

平成22年度姶良市簡易水道施設事業特別会計補
正予算（第2号）

Ｈ23・3・8 11 原案可決

平成22年度姶良市地域下水処理事業特別会計補
正予算（第2号）

Ｈ23・3・8 12 原案可決

平成22年度姶良市農林業労働者災害共済事業特
別会計補正予算（第１号）

Ｈ23・3・8 13 原案可決

平成22年度姶良市土地区画整理事業特別会計補
正予算（第3号）

Ｈ23・3・8 14 原案可決

平成22年度姶良市水道事業会計補正予算（第3
号）

Ｈ23・3・8 15 原案可決

姶良市過疎地域自立促進計画の一部変更の件 Ｈ23・3・28 30 原案可決

字の区域を変更する件 Ｈ23・3・28 3 可 決

財産の取得に関する件 Ｈ23・3・28 31 可 決

公の施設の指定管理者の指定に関する件（定住
促進住宅コーポ龍門）

Ｈ23・3・28 32 可 決

公の施設の区域外設置に関する霧島市との協議
について

Ｈ23・3・28 33 可 決

市道路線廃止の件（松原～山ノ口線） Ｈ23・3・28 34 認 定

市道路線廃止の件（主税山野線） Ｈ23・3・28 35 認 定

市道路線廃止の件（主税山野～野崎尻線） Ｈ23・3・28 36 認 定

市道路線廃止の件（松原浜田線） Ｈ23・3・28 37 認 定
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市道路線廃止の件（姶良駅北鉄道沿線） Ｈ23・3・28 38 認 定

市道路線認定の件（姶良駅北鉄道沿線） Ｈ23・3・28 39 認 定

市道路線廃止の件（宮島本線） Ｈ23・3・28 40 認 定

市道路線認定の件（宮島本線） Ｈ23・3・28 41 認 定

市道路線廃止の件（東原東線） Ｈ23・3・28 42 認 定

市道路線認定の件（東原東線） Ｈ23・3・28 43 認 定

市道路線認定の件（須崎南6号線） Ｈ23・3・28 44 認 定

市道路線認定の件（須崎南7号線） Ｈ23・3・28 45 認 定

平成22年度姶良市一般会計補正予算（第10号） Ｈ23・3・14 16 原案可決

平成22年度姶良市一般会計補正予算（第11号） Ｈ23・3・28 46 原案可決

姶良市教育委員会委員の任命について議会の同
意を求める件

Ｈ23・3・28 47 同 意

自主共済制度の保険業法適用除外を求める意見
書の提出を求める陳情書

Ｈ23・3・28 趣旨採択

陳情書（アイル・アイラの閉鎖に伴う同施設の
転売についての緊急措置依頼の陳情）

Ｈ23・3・28 趣旨採択

大幅増員と夜勤改善で安全・安心の医療・介護
を求める陳情書

Ｈ23・3・28 採 択

大幅増員と夜勤改善で安全・安心の医療・介護
を求める意見書

Ｈ23・3・28 48 原案可決

東北地方太平洋沖地震被災者への支援に関する
決議

Ｈ23・3・28 49 原案可決発議第2号

議案第47号

議案第40号

議案第41号

陳情第4号

陳情第8号

陳情第1号

発議第1号

議案第42号

議案第43号

議案第44号

議案第45号

議案第46号

議案第37号

議案第38号

議案第39号


