平成18年第１回臨時会
議案番号
件
名
発議第１号 志布志市議会会議規則の制定について
発議第２号 志布志市議会委員会条例の制定について
発議第３号 志布志市議会事務局設置条例の制定について
専決処分の承認を求めることについて（志布志市役所
承認第１号
の位置を定める条例等の制定について）
専決処分の承認を求めることについて（平成17年度志
承認第２号
布志市一般会計暫定予算）
専決処分の承認を求めることについて（平成17年度志
承認第３号
布志市国民健康保険特別会計暫定予算）
専決処分の承認を求めることについて（平成17年度志
承認第４号
布志市老人保健特別会計暫定予算）
専決処分の承認を求めることについて（平成17年度志
承認第５号
布志市介護保険特別会計暫定予算）
専決処分の承認を求めることについて（平成17年度志
承認第６号
布志市下水道管理特別会計暫定予算）
専決処分の承認を求めることについて（平成17年度志
承認第７号
布志市公共下水道事業特別会計暫定予算）
専決処分の承認を求めることについて（平成17年度志
承認第８号
布志市国民宿舎特別会計暫定予算）
専決処分の承認を求めることについて（平成17年度志
承認第９号
布志市と畜場事業特別会計暫定予算）
専決処分の承認を求めることについて（平成17年度志
承認第10号
布志市水道事業会計暫定予算）
専決処分の承認を求めることについて（鹿児島県市町
村消防補償等組合を組織する地方公共団体の数の減少
承認第11号
及び鹿児島県市町村消防補償等組合規約の変更につい
て）
専決処分の承認を求めることについて（鹿児島県市町
村消防補償等組合を組織する地方公共団体の数の減少
承認第12号
及び鹿児島県市町村消防補償等組合規約の変更につい
て）
専決処分の承認を求めることについて（鹿児島県市町
村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団
承認第13号
体の数の減少及び鹿児島県市町村議会議員公務災害補
償等組合規約の変更について）
専決処分の承認を求めることについて（鹿児島県市町
村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団
承認第14号
体の数の減少及び鹿児島県市町村議会議員公務災害補
償等組合規約の変更について）
専決処分の承認を求めることについて（鹿児島県市町
村非常勤職員公務災害補償等組合を組織する地方公共
承認第15号
団体の数の減少及び鹿児島県市町村非常勤職員公務災
害補償等組合規約の変更について）
専決処分の承認を求めることについて（鹿児島県市町
村非常勤職員公務災害補償等組合を組織する地方公共
承認第16号
団体の数の減少及び鹿児島県市町村非常勤職員公務災
害補償等組合規約の変更について）
専決処分の承認を求めることについて（鹿児島県市町
村交通災害共済組合を組織する地方公共団体の数の減
承認第17号
少及び鹿児島県市町村交通災害共済組合規約の変更に
ついて）
専決処分の承認を求めることについて（鹿児島県市町
承認第18号 村交通災害共済組合からの脱退に伴う財産処分につい
て）

議決年月日
平成18年２月21日
平成18年２月21日
平成18年２月21日

審議の結果

平成18年２月22日

承認

平成18年２月22日

承認

平成18年２月22日

承認

平成18年２月22日

承認

平成18年２月22日

承認

平成18年２月22日

承認

平成18年２月22日

承認

平成18年２月22日

承認

平成18年２月22日

承認

平成18年２月22日

承認

平成18年２月22日

承認

平成18年２月22日

承認

平成18年２月22日

承認

平成18年２月22日

承認

平成18年２月22日

承認

平成18年２月22日

承認

平成18年２月22日

承認

平成18年２月22日

承認

原案可決
原案可決
原案可決

平成18年第１回臨時会
議案番号
件
名
専決処分の承認を求めることについて（鹿児島県市町
村交通災害共済組合を組織する地方公共団体の数の減
承認第19号
少及び鹿児島県市町村交通災害共済組合規約の変更に
ついて）
専決処分の承認を求めることについて（鹿児島県市町
承認第20号 村交通災害共済組合からの脱退に伴う財産処分につい
て）
専決処分の承認を求めることについて（鹿児島県市町
村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減
承認第21号
少及び鹿児島県市町村職員退職手当組合規約の変更に
ついて）
専決処分の承認を求めることについて（鹿児島県市町
承認第22号 村職員退職手当組合からの脱退に伴う財産処分につい
て）
専決処分の承認を求めることについて（鹿児島県市町
承認第23号
村職員退職手当組合規約の変更について）
専決処分の承認を求めることについて（志布志市と鹿
承認第24号 児島県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
の制定について）
専決処分の承認を求めることについて（志布志市指定
承認第25号
金融機関の指定について）
専決処分の承認を求めることについて（曽於地区視聴
承認第26号
覚教育協議会への加入について）
専決処分の承認を求めることについて（大隅広域市町
承認第27号
村圏協議会への加入について）
専決処分の承認を求めることについて（休日急患診療
承認第28号
事業に係る事務の委託について）
専決処分の承認を求めることについて（都城救急医療
承認第29号 センターを志布志市民の利用に供させることについ
て）
志布志市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例を
議案第１号
廃止する条例の制定について
諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求め
同意第１号
ることについて
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求め
同意第２号
ることについて
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求め
同意第３号
ることについて
教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ
同意第４号
て
教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ
同意第５号
て
教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ
同意第６号
て
教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ
同意第７号
て
教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ
同意第８号
て
同意第９号 監査委員の選任につき同意を求めることについて
同意第10号 監査委員の選任につき同意を求めることについて

議決年月日

審議の結果

平成18年２月22日

承認

平成18年２月22日

承認

平成18年２月22日

承認

平成18年２月22日

承認

平成18年２月22日

承認

平成18年２月22日

承認

平成18年２月22日

承認

平成18年２月22日

承認

平成18年２月22日

承認

平成18年２月22日

承認

平成18年２月22日

承認

平成18年２月22日 原案可決
平成18年２月23日
平成18年２月23日

適任
適任

平成18年２月23日

同意

平成18年２月23日

同意

平成18年２月23日

同意

平成18年２月23日

同意

平成18年２月23日

同意

平成18年２月23日

同意

平成18年２月23日

同意

平成18年２月23日

同意

平成18年２月23日
平成18年２月23日

同意
同意

平成18年第１回定例会
議案番号
件
名
議案第２号 損害賠償の額を定め、和解することについて
議案第３号 平成17年度志布志市一般会計予算
議案第４号 平成17年度志布志市国民健康保険特別会計予算
議案第５号 平成17年度志布志市老人保健特別会計予算
議案第６号 平成17年度志布志市介護保険特別会計予算
議案第７号 平成17年度志布志市下水道管理特別会計予算
議案第８号 平成17年度志布志市公共下水道事業特別会計予算
議案第９号 平成17年度志布志市国民宿舎特別会計予算
議案第10号 平成17年度志布志市と畜場事業特別会計予算
議案第11号 平成17年度志布志市水道事業会計予算
議案第35号 曽於北部衛生処理組合規約の変更について
鹿児島県市町村非常勤職員公務災害補償等組合を組織
議案第36号 する地方公共団体の数の増加及び鹿児島県市町村非常
勤職員公務災害補償等組合規約の変更について
鹿児島県市町村非常勤職員公務災害補償等組合を組織
議案第37号 する地方公共団体の数の減少及び鹿児島県市町村非常
勤職員公務災害補償等組合規約の変更について
鹿児島県市町村非常勤職員公務災害補償等組合の財産
議案第38号
処分について
鹿児島県市町村議会議員公務災害補償等組合を組織す
議案第39号 る地方公共団体の数の増加及び鹿児島県市町村議会議
員公務災害補償等組合規約の変更について
鹿児島県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共
議案第40号 団体の数の増加及び鹿児島県市町村職員退職手当組合
規約の変更について
鹿児島県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共
議案第41号 団体の数の減少及び鹿児島県市町村職員退職手当組合
規約の変更について
議案第42号 鹿児島県市町村退職手当組合の財産処分について
鹿児島県市町村自治会館管理組合を組織する地方公共
議案第43号
団体の数の減少について
諮問第３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
志布志市手数料条例の一部を改正する条例の制定につ
議案第48号
いて
志布志シルバーワークプラザの指定管理者の制定につ
議案第49号
いて
志布志市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
議案第12号
の制定について
議案第13号 志布志市行財政改革推進委員会条例の制定について
志布志市の公の施設に係る指定管理者の指定手続等に
議案第14号
関する条例の制定について
議案第15号 志布志市まちづくり委員会条例の制定について
志布志市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収
議案第16号
条例の制定について
志布志市長期継続契約を締結することができる契約に
議案第17号
関する条例の制定について
志布志市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の
議案第18号
制定について
志布志市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の
議案第19号 一部を改正する条例の制定について （３月16日訂正
承認）
志布志市在宅ねたきり老人等介護手当支給条例の制定
議案第20号
について
志布志市介護保険条例の一部を改正する条例の制定に
議案第21号
ついて

議決年月日
平成18年３月８日
平成18年３月８日
平成18年３月８日
平成18年３月８日
平成18年３月８日
平成18年３月８日
平成18年３月８日
平成18年３月８日
平成18年３月８日
平成18年３月８日
平成18年３月８日

審議の結果

可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決

平成18年３月８日 原案可決
平成18年３月８日 原案可決
平成18年３月８日 原案可決
平成18年３月８日 原案可決
平成18年３月８日 原案可決
平成18年３月８日 原案可決
平成18年３月８日 原案可決
平成18年３月８日 原案可決
平成18年３月８日

適任

平成18年３月16日 原案可決
平成18年３月16日

可決

平成18年３月30日 原案可決
平成18年３月30日 原案可決
平成18年３月30日 原案可決
平成18年３月30日 原案可決
平成18年３月30日 原案可決
平成18年３月30日 原案可決
平成18年３月30日 原案可決
平成18年３月30日 原案可決
平成18年３月30日 原案可決
平成18年３月30日 原案可決

平成18年第１回定例会
議案番号
件
名
議案第22号 志布志市特別導入事業基金条例の制定について
議案第23号 志布志市清流の里高下谷農村公園条例の制定について
議案第24号 志布志市奨学金貸与条例の制定について
議案第25号 志布志市立幼稚園保育料等徴収条例の制定について
議案第26号 平成18年度志布志市一般会計予算
議案第27号 平成18年度志布志市国民健康保険特別会計予算
議案第28号 平成18年度志布志市老人保健特別会計予算
議案第29号 平成18年度志布志市介護保険特別会計予算
平成18年度志布志市下水道管理特別会計予算 （３月
議案第30号
16日訂正承認）
議案第31号 平成18年度志布志市公共下水道事業特別会計予算
議案第32号 平成18年度志布志市国民宿舎特別会計予算
議案第33号 平成18年度志布志市と畜場事業特別会計予算
議案第34号 平成18年度志布志市水道事業会計予算
曽於東部地区国営造成施設管理体制整備促進事業の事
議案第44号
務の委託について
志布志市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正
議案第45号
する条例の制定について
志布志市報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改
議案第46号
正する条例の制定について
志布志市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改
議案第47号
正する条例の制定について
議案第50号 志布志市土地開発公社定款の変更について
道路整備の促進及び道路財源の確保等に関する意見書
発議第４号
の提出について
鹿児島県大隅合同庁舎の存続に関する意見書の提出に
発議第５号
ついて
次期定数改善計画の実施と義務教育費国庫負担制度堅
発議第６号
持に関する意見書の提出について
同意第11号 助役の選任につき同意を求めることについて
陳情第３号 志布志市食肉センター無償譲渡に関する陳情書
陳情第５号 鹿児島県大隅合同庁舎の存続に関する陳情書
次期定数改善計画の実施と義務教育費国庫負担制度の
陳情第６号
堅持を求める意見書の採択要請について

議決年月日
平成18年３月30日
平成18年３月30日
平成18年３月30日
平成18年３月30日
平成18年３月30日
平成18年３月30日
平成18年３月30日
平成18年３月30日

審議の結果

原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決

平成18年３月30日 原案可決
平成18年３月30日
平成18年３月30日
平成18年３月30日
平成18年３月30日

原案可決
原案可決
原案可決
原案可決

平成18年３月30日 原案可決
平成18年３月30日 原案可決
平成18年３月30日 原案可決
平成18年３月30日 原案可決
平成18年３月30日

可決

平成18年３月30日 原案可決
平成18年３月30日 原案可決
平成18年３月30日 原案可決
平成18年３月30日
平成18年３月30日
平成18年３月30日

同意
採択
採択

平成18年３月30日

採択

平成18年第２回臨時会
議案番号
件
名
専決処分の承認を求めることについて（平成18年度志
承認第35号
布志市一般会計補正予算（第２号））
志布志市高齢者コミュニティセンター条例の一部を改
議案第88号
正する条例の制定について
議案第89号 志布志市蓬の郷の指定管理者の指定について
議案第90号 ダグリ公園の公園施設の指定管理者の指定について
議案第91号 有明開田の里公園の指定管理者の指定について
議案第92号 伊﨑田保育所の指定管理者の指定について
議案第93号 志布志市市民センターの指定管理者の指定について
志布志市老人福祉センターの指定管理者の指定につい
議案第94号
て
議案第95号 志布志市老人憩の家の指定管理者の指定について
志布志市健康ふれあいプラザの指定管理者の指定につ
議案第96号
いて
有明シルバーワークプラザの指定管理者の指定につい
議案第97号
て
議案第98号 松山家畜指導センターの指定管理者の指定について
議案第99号 志布志家畜指導センターの指定管理者の指定について
議案第100号 有明家畜指導センターの指定管理者の指定について
志布志市やっちくふるさと村の指定管理者の指定につ
議案第101号
いて
松山農業管理センター及び松山新規就農者研修施設の
議案第102号
指定管理者の指定について
議案第103号 城山総合公園の運動施設の指定管理者の指定について
志布志運動公園の運動施設の指定管理者の指定につい
議案第104号
て
コミュニティセンター志布志市文化会館の指定管理者
議案第105号
の指定について
議案第106号 伊﨑田青少年館の指定管理者の指定について
議案第107号 通山青少年館の指定管理者の指定について
議案第108号 原田青少年館の指定管理者の指定について
議案第109号 山重青少年館の指定管理者の指定について
議案第110号 蓬原青少年館の指定管理者の指定について
議案第111号 有明青少年館の指定管理者の指定について
議案第112号 野神青少年館の指定管理者の指定について
議案第113号 有明農業歴史資料館の指定管理者の指定について
議案第114号 平成18年度志布志市一般会計補正予算（第３号）

議決年月日

審議の結果

平成18年８月17日

承認

平成18年８月17日 原案可決
平成18年８月17日
平成18年８月17日
平成18年８月17日
平成18年８月17日
平成18年８月17日

可決
可決
可決
可決
可決

平成18年８月17日

可決

平成18年８月17日

可決

平成18年８月17日

可決

平成18年８月17日

可決

平成18年８月17日
平成18年８月17日
平成18年８月17日

可決
可決
可決

平成18年８月17日

可決

平成18年８月17日

可決

平成18年８月17日

可決

平成18年８月17日

可決

平成18年８月17日

可決

平成18年８月17日 可決
平成18年８月17日 可決
平成18年８月17日 可決
平成18年８月17日 可決
平成18年８月17日 可決
平成18年８月17日 可決
平成18年８月17日 可決
平成18年８月17日 可決
平成18年８月17日 原案可決

平成18年第２回定例会
議案番号
件
名
志布志市議会会議規則の一部を改正する規則の制定に
発議第７号
ついて
専決処分の承認を求めることについて（志布志市税条
承認第30号
例の一部を改正する条例の制定について）
専決処分の承認を求めることについて（志布志市都市
承認第31号
計画税条例の一部を改正する条例の制定について）
専決処分の承認を求めることについて（志布志市国民
承認第32号 健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい
て）
専決処分の承認を求めることについて（平成17年度志
承認第33号
布志市一般会計補正予算（第１号））
専決処分の承認を求めることについて（平成17年度志
承認第34号
布志市国民健康保険特別会計補正予算（第１号））
議案第78号 市道路線の廃止について
鹿児島県市町村非常勤職員公務災害補償等組合を組織
議案第79号 する地方公共団体の数の増加及び鹿児島県市町村非常
勤職員公務災害補償等組合規約の変更について
鹿児島県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共
議案第80号 団体の数の増加及び鹿児島県市町村職員退職手当組合
規約の変更について
鹿児島県市町村自治会館管理組合を組織する地方公共
議案第81号
団体の数の減少について
曽於地区介護保険組合の共同処理する事務の変更及び
議案第82号
曽於地区介護保険組合規約の変更について
固定資産評価員の選任につき同意を求めることについ
同意第12号
て
志布志市と畜場事業積立基金条例を廃止する条例の制
議案第73号
定について
志布志市食肉センター条例を廃止する条例の制定につ
議案第74号
いて
議案第75号 財産の無償譲渡について（志布志市食肉センター）
平成18年度志布志市と畜場事業特別会計補正予算(第
議案第86号
１号）
志布志市報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改
議案第51号
正する条例の制定について
議案第52号 志布志市国民保護協議会条例の制定について
議案第53号 志布志市安全・安心まちづくり条例の制定について
議案第54号 志布志市蓬の郷条例の制定について
志布志市ダグリ公園の公園施設管理条例の制定につい
議案第55号
て
議案第56号 志布志市有明開田の里公園条例の制定について
志布志市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する
議案第57号
条例の制定について
議案第58号 志布志市伊﨑田保育所条例の制定について
議案第59号 志布志市市民センター条例の制定について
議案第60号 志布志市老人福祉センター条例の制定について
議案第61号 志布志市老人憩の家条例の制定について
議案第62号 志布志市健康ふれあいプラザ条例の制定について
志布志市志布志シルバーワークプラザ条例の一部を改
議案第63号
正する条例の制定について
議案第64号 志布志市家畜指導センター条例の制定について
議案第65号 志布志市やっちくふるさと村条例の制定について
志布志市農業管理センター及び新規就農者研修施設条
議案第66号
例の制定について

議決年月日

審議の結果

平成18年６月12日 原案可決
平成18年６月12日

承認

平成18年６月12日

承認

平成18年６月12日

承認

平成18年６月12日

承認

平成18年６月12日

承認

平成18年６月13日

可決

平成18年６月13日 原案可決
平成18年６月13日 原案可決
平成18年６月13日 原案可決
平成18年６月13日 原案可決
平成18年６月13日

同意

平成18年６月21日

可決

平成18年６月21日

可決

平成18年６月21日

可決

平成18年６月21日 原案可決
平成18年７月３日 原案可決
平成18年７月３日 原案可決
平成18年７月３日 原案可決
平成18年７月３日 原案可決
平成18年７月３日 原案可決
平成18年７月３日 原案可決
平成18年７月３日 原案可決
平成18年７月３日
平成18年７月３日
平成18年７月３日
平成18年７月３日
平成18年７月３日

原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決

平成18年７月３日 原案可決
平成18年７月３日 原案可決
平成18年７月３日 原案可決
平成18年７月３日 原案可決

平成18年第２回定例会
議案番号
件
名
志布志市城山総合公園及び志布志運動公園の運動施設
議案第67号
管理条例の制定について
コミュニティセンター志布志市文化会館条例の制定に
議案第68号
ついて
議案第69号 志布志市青少年館条例の制定について
議案第70号 志布志市有明農業歴史資料館条例の制定について
志布志市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の
議案第72号
制定について
志布志市過疎地域自立促進計画の策定について（７月
議案第76号
３日訂正承認）
議案第77号 土地改良事業の施行について
議案第83号 平成18年度志布志市一般会計補正予算(第１号）
平成18年度志布志市国民健康保険特別会計補正予算
議案第84号
(第１号）
平成18年度志布志市老人保健特別会計補正予算(第１
議案第85号
号）
議案第87号 志布志市環境審議会条例の制定について
発議第８号 志布志港振興対策等調査特別委員会の設置について
農業・農村活性化対策等調査特別委員会の設置につい
発議第９号
て
ＪＲ九州に係る支援策等に関する意見書の提出につい
発議第10号
て
ずさんな米国産牛肉の輸入に抗議し、ＢＳＥの万全な
発議第11号
対策を求める意見書の提出について
発議第12号 「非核・平和宣言」について
出資法の上限金利の引き下げ等、「出資の受入れ、預
り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業
発議第13号
の規制等に関する法律」の改正を求める意見書の提出
について
ＪＲ九州に係る支援策の継続を求める意見書の提出に
陳情第９号
ついて
ずさんな米国産牛肉の輸入に抗議し、ＢＳＥの万全な
陳情第10号
対策を求める陳情書
陳情第11号 「非核・平和宣言」の採択について
出資法及び貸金業規制法の改正を求める意見書の提出
陳情第12号
について
障害者自立支援法（乳幼児期の療育）についての陳情
陳情第４号
書

議決年月日

審議の結果

平成18年７月３日 原案可決
平成18年７月３日 原案可決
平成18年７月３日 原案可決
平成18年７月３日 原案可決
平成18年７月３日 原案可決
平成18年７月３日 原案可決
平成18年７月３日 可決
平成18年７月３日 原案可決
平成18年７月３日 原案可決
平成18年７月３日 原案可決
平成18年７月３日 原案可決
平成18年７月３日 原案可決
平成18年７月３日 原案可決
平成18年７月３日 原案可決
平成18年７月３日 原案可決
平成18年７月３日 原案可決
平成18年７月３日 原案可決
平成18年７月３日

採択

平成18年７月３日

採択

平成18年７月３日

採択

平成18年７月３日

採択

平成18年９月29日

採択

平成18年第３回定例会
議案番号
件
名
諮問第４号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
志布志市防災会議条例の一部を改正する条例の制定に
議案第115号
ついて
志布志市消防団条例の一部を改正する条例の制定につ
議案第116号
いて
志布志市やっちくふれあいセンター条例の制定につい
議案第117号
て
議案第118号 志布志市体育施設条例を廃止する条例の制定について
議案第119号 志布志市松山体育施設条例の制定について
議案第120号 志布志市有明体育施設条例の制定について
志布志市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制
議案第121号
定について
志布志市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の
議案第122号
一部を改正する条例の制定について
曽於東部地区基幹水利施設管理事業の事務の委託につ
議案第123号
いて
議案第124号 平成18年度志布志市一般会計補正予算（第４号）
平成18年度志布志市国民健康保険特別会計補正予算
議案第125号
（第２号）
平成18年度志布志市老人保健特別会計補正予算（第２
議案第126号
号）
平成18年度志布志市介護保険特別会計補正予算（第１
議案第127号
号）（９月19日訂正承認）
平成18年度志布志市下水道管理特別会計補正予算（第
議案第128号
１号）

審議の結果
議決年月日
平成18年９月11日 適任

平成18年９月29日 原案可決
平成18年９月29日 原案可決
平成18年９月29日 原案可決
平成18年９月29日 原案可決
平成18年９月29日 原案可決
平成18年９月29日 原案可決
平成18年９月29日 原案可決
平成18年９月29日 原案可決
平成18年９月29日

可決

平成18年９月29日 原案可決
平成18年９月29日 原案可決
平成18年９月29日 原案可決
平成18年９月29日 原案可決
平成18年９月29日 原案可決

議案第129号 平成18年度志布志市水道事業会計補正予算（第１号） 平成18年９月29日 原案可決
議案第130号 損害賠償の額を定め、和解することについて
議案第131号 損害賠償の額を定め、和解することについて
国の療養病床の廃止・削減計画の中止を求める意見書
発議第14号
の提出について （国)
国の療養病床の廃止・削減計画の中止を求める意見書
発議第15号
の提出について （鹿児島県）
議案第132号 平成18年度志布志市一般会計補正予算（第５号）
陳情第18号 志布志運動公園の整備に関する陳情書
国の療養病床の廃止・削減計画の中止の意見書採択等
陳情第20号
を求める陳情書

平成18年９月29日
平成18年９月29日

可決
可決

平成18年９月29日 原案可決
平成18年９月29日 原案可決
平成18年９月29日 原案可決
平成18年９月29日 不採択
平成18年９月29日

採択

平成18年第４回定例会
議案番号
件
名
平成１７年度松山町一般会計歳入歳出決算認定につい
認定第１号
て
平成１７年度松山町国民健康保険特別会計歳入歳出決
認定第２号
算認定について
平成１７年度松山町介護保険特別会計歳入歳出決算認
認定第３号
定について
平成１７年度松山町老人保健特別会計歳入歳出決算認
認定第４号
定について
平成１７年度松山町下水道事業特別会計歳入歳出決算
認定第５号
認定について
平成１７年度松山町簡易水道事業特別会計歳入歳出決
認定第６号
算認定について
平成１７年度志布志町一般会計歳入歳出決算認定につ
認定第７号
いて
平成１７年度志布志町国民健康保険特別会計歳入歳出
認定第８号
決算認定について
平成１７年度志布志町と畜場事業特別会計歳入歳出決
認定第９号
算認定について
平成１７年度志布志町国民宿舎特別会計歳入歳出決算
認定第10号
認定について
平成１７年度志布志町老人保健特別会計歳入歳出決算
認定第11号
認定について
平成１７年度志布志町公共下水道事業特別会計歳入歳
認定第12号
出決算認定について
平成１７年度志布志町介護保険特別会計歳入歳出決算
認定第13号
認定について
平成１７年度志布志町水道事業会計歳入歳出決算認定
認定第14号
について
平成１７年度有明町一般会計歳入歳出決算認定につい
認定第15号
て
平成１７年度有明町国民健康保険特別会計歳入歳出決
認定第16号
算認定について
平成１７年度有明町老人保健特別会計歳入歳出決算認
認定第17号
定について
平成１７年度有明町介護保険特別会計歳入歳出決算認
認定第18号
定について
平成１７年度有明町水道管理特別会計歳入歳出決算認
認定第19号
定について
平成１７年度有明町下水道管理特別会計歳入歳出決算
認定第20号
認定について
平成１７年度志布志市一般会計歳入歳出決算認定につ
認定第21号
いて
平成１７年度志布志市国民健康保険特別会計歳入歳出
認定第22号
決算認定について
平成１７年度志布志市老人保健特別会計歳入歳出決算
認定第23号
認定について
平成１７年度志布志市介護保険特別会計歳入歳出決算
認定第24号
認定について
平成１７年度志布志市下水道管理特別会計歳入歳出決
認定第25号
算認定について
平成１７年度志布志市公共下水道事業特別会計歳入歳
認定第26号
出決算認定について
平成１７年度志布志市国民宿舎特別会計歳入歳出決算
認定第27号
認定について

議決年月日

審議の結果

平成18年12月４日

認定

平成18年12月４日

認定

平成18年12月４日

認定

平成18年12月４日

認定

平成18年12月４日

認定

平成18年12月４日

認定

平成18年12月４日

認定

平成18年12月４日

認定

平成18年12月４日

認定

平成18年12月４日

認定

平成18年12月４日

認定

平成18年12月４日

認定

平成18年12月４日

認定

平成18年12月４日

認定

平成18年12月４日

認定

平成18年12月４日

認定

平成18年12月４日

認定

平成18年12月４日

認定

平成18年12月４日

認定

平成18年12月４日

認定
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平成18年第４回定例会
議案番号
件
名
平成１７年度志布志市と畜場事業特別会計歳入歳出決
認定第28号
算認定について
平成１７年度志布志市水道事業会計歳入歳出決算認定
認定第29号
について
専決処分の承認を求めることについて（志布志市手数
承認第36号
料条例の一部を改正する条例の制定について）
議案第133号 損害賠償の額を定め、和解することについて
議案第134号 損害賠償の額を定め、和解することについて
議案第135号 損害賠償の額を定め、和解することについて
議案第136号 損害賠償の額を定め、和解することについて
議案第137号 損害賠償の額を定め、和解することについて
議案第142号 城山総合公園の運動施設の指定管理者の指定について
志布志運動公園の運動施設の指定管理者の指定につい
議案第143号
て
コミュニティセンター志布志市文化会館の指定管理者
議案第144号
の指定について
志布志市やっちくふれあいセンターの指定管理者の指
議案第145号
定について
議案第146号 志布志市有明体育施設の指定管理者の指定について
「さんふらわあ」志布志航路存続に関する決議につい
発議第16号
て
内之浦宇宙空間観測所の利用促進に関する意見書の提
発議第17号
出について
志布志市行政手続等における情報通信の技術の利用に
議案第138号
関する条例の制定について
志布志市半島振興対策実施地域産業開発促進条例及び
議案第139号 志布志市過疎地域産業開発促進条例の一部を改正する
条例の制定について
志布志市手数料条例の一部を改正する条例の制定につ
議案第140号
いて
志布志市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改
議案第141号
正する条例の制定について
議案第147号 鹿児島県後期高齢者医療広域連合の設立について
曽於南部地区国営造成施設管理体制整備促進事業「操
議案第148号
作体制整備型」の事務の委託について
議案第149号 字の区域変更について
議案第150号 平成18年度志布志市一般会計補正予算（第６号）
平成１８年度志布志市国民健康保険特別会計補正予算
議案第151号
（第３号）
平成１８年度志布志市水道事業会計補正予算（第２
議案第152号
号）
志布志市伊﨑田保育所条例を廃止する条例の制定につ
議案第153号
いて
伊﨑田保育所の指定管理者の指定の期間の変更につい
議案第154号
て
議案第155号 財産の無償譲渡について（伊﨑田保育所）
議案第156号 財産の無償貸付けについて（伊﨑田保育所）
議案第157号 鹿児島県市町村自治会館管理組合の解散について
鹿児島県市町村自治会館管理組合の解散に伴う財産処
議案第158号
分について
議案第159号 鹿児島県市町村消防補償等組合の解散について
鹿児島県市町村消防補償等組合の解散に伴う財産処分
議案第160号
について
鹿児島県市町村非常勤職員公務災害補償等組合の解散
議案第161号
について
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平成18年第４回定例会
議案番号
件
名
鹿児島県市町村非常勤職員公務災害補償等組合の解散
議案第162号
に伴う財産処分について
鹿児島県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散に
議案第163号
ついて
鹿児島県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散に
議案第164号
伴う財産処分について
議案第165号 鹿児島県市町村交通災害共済組合の解散について
鹿児島県市町村交通災害共済組合の解散に伴う財産処
議案第166号
分について
鹿児島県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共
団体の数の増加及び鹿児島県市町村職員退職手当組合
議案第167号
の共同処理する事務の変更並びに鹿児島県市町村職員
退職手当組合規約の変更について
議案第168号 鹿児島県市町村職員退職手当組合の財産処分について
違法伐採問題への対応強化を求める意見書の提出につ
発議第18号
いて
リハビリテーションの診療報酬制度に関して、調査と
発議第19号
改善を求める意見書の提出について
森林・林業・木材関連産業政策と国有林野事業の健全
陳情第22号
化を求める決議（案）採択要請について
｢違法伐採問題への対応強化を求める意見書｣の採択要
陳情第23号
請について
リハビリテーション打ち切りの実態把握と改善のため
陳情第24号
政府への意見書提出を求める陳情書
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