
平成２４年第４回定例会　議決結果
件 名 議決月日 議決番号 結 果

姶良市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関
する基準を定める条例制定の件

Ｈ24・12・21 124 原案可決

姶良市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及
び運営に関する基準を定める条例制定の件

Ｈ24・12・21 125 原案可決

姶良市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び
運営並びに指定地域密着型介護予防サービス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を定める条例制定の件

Ｈ24・12・21 126 原案可決

姶良市道路の構造の技術的基準等に関する条例制定
の件

Ｈ24・12・21 127 原案可決

姶良市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術
的基準を定める条例制定の件

Ｈ24・12・21 128 原案可決

姶良市都市下水路の構造等の技術上の基準に関する
条例制定の件

Ｈ24・12・21 129 原案可決

姶良市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資
格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条
例制定の件

Ｈ24・12・21 130 原案可決

姶良市墓地等の経営の許可等に関する条例制定の件 Ｈ24・12・21 131 原案可決

姶良市公園条例の一部を改正する条例の件 Ｈ24・12・21 132 原案可決

姶良市営住宅条例の一部を改正する条例の件 Ｈ24・12・21 133 原案可決

姶良市清掃センターの設置及び管理に関する条例の
一部を改正する条例の件

Ｈ24・12・21 134 原案可決

姶良市し尿処理場の設置及び管理に関する条例の一
部を改正する条例の件

Ｈ24・12・21 135 原案可決

姶良市一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関す
る条例の一部を改正する条例の件

Ｈ24・12・21 136 原案可決

姶良市暴力団排除条例制定の件 Ｈ24・12・21 137 原案可決

姶良市公平委員会設置条例制定の件 Ｈ24・12・21 138 原案可決

姶良市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
制定の件

Ｈ24・12・21 139 原案可決

姶良市一般職の任期付職員の採用等に関する条例制
定の件

Ｈ24・12・21 140 原案可決

姶良市職員定数条例の一部を改正する条例の件 Ｈ24・12・21 141 原案可決議案第94号
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件 名 議決月日 議決番号 結 果議案番号

姶良市部設置条例の一部を改正する条例の件 Ｈ24・12・21 142 原案可決

姶良市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環
境影響調査結果縦覧等の手続に関する条例の一部を
改正する条例の件

Ｈ24・12・5 101 原案可決

姶良市育英資金条例及び姶良市育英事業基金条例の
一部を改正する条例の件

Ｈ24・12・5 102 原案可決

姶良市税条例の一部を改正する条例の件 Ｈ24・12・5 103 原案可決

平成２４年度姶良市一般会計補正予算（第14号） Ｈ24・11・21 99 原案可決

平成２４年度姶良市国民健康保険特別会計事業勘定
補正予算（第２号）

Ｈ24・12・5 121 原案可決

平成２４年度姶良市介護保険特別会計保険事業勘定
補正予算（第２号）

Ｈ24・12・21 144 原案可決

平成２４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２号）

Ｈ24・12・5 122 原案可決

平成２４年度姶良市地域下水処理事業特別会計補正
予算（第１号）

Ｈ24・12・5 123 原案可決

市道路線廃止の件（上野崎線） Ｈ24・12・5 104 可 決

市道路線廃止の件（第１帖佐ニュータウン１号線） Ｈ24・12・5 105 可 決

市道路線廃止の件（第１帖佐ニュータウン２号線） Ｈ24・12・5 106 可 決

市道路線認定の件（松原町地内「帖佐第一土地区画整
理地内」68路線）

Ｈ24・12・5 107 可 決

市道路線認定の件（宮田ケ岡タウン１号線） Ｈ24・12・5 108 可 決

市道路線認定の件（宮田ケ岡タウン2号線） Ｈ24・12・5 109 可 決

市道路線認定の件（宮田ケ岡タウン3号線） Ｈ24・12・5 110 可 決

市道路線認定の件（花タウンはるけ１号線） Ｈ24・12・5 111 可 決

市道路線認定の件（花タウンはるけ２号線） Ｈ24・12・5 112 可 決
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件 名 議決月日 議決番号 結 果議案番号

市道路線認定の件（花タウンはるけ３号線） Ｈ24・12・5 113 可 決

市道路線認定の件（南加祢ケ原タウン１号線） Ｈ24・12・5 114 可 決

市道路線認定の件（南加祢ケ原タウン２号線） Ｈ24・12・5 115 可 決

市道路線認定の件（南加祢ケ原タウン３号線） Ｈ24・12・5 116 可 決

市道路線認定の件（上野崎線） Ｈ24・12・5 117 可 決

姶良・伊佐地区介護保険組合の共同処理する事務の
変更及び同組合規約の変更について

Ｈ24・12・5 118 可 決

姶良市と鹿児島県との間の公平委員会の事務の委託に
関する規約の廃止について

Ｈ24・12・21 143 可 決

人権擁護委員の推薦につき意見を求める件 Ｈ24・12・5 119 適 任

人権擁護委員の推薦につき意見を求める件 Ｈ24・12・5 120 適 任

姶良市議会会議規則の一部を改正する規則 Ｈ24・11・21 100 原案可決

平成２４年度姶良市一般会計補正予算（第15号） Ｈ24・12・21 145 原案可決

姶良市出頭人及び参加人に対する実費弁償に関する
条例の一部を改正する条例の件

Ｈ24・12・21 146 原案可決

姶良市議会委員会条例の一部を改正する条例 Ｈ24・12・21 147 原案可決

市営住宅の建設による地域活性化について Ｈ24・12・21 148 趣旨採択
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