平成23年第１回臨時会
審議の結果
議案番号
件
名
議決年月日
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１号
平成23年１月31日 同意
て
議案第１号 平成22年度志布志市一般会計補正予算（第12号）
平成23年２月７日 原案可決

平成23年第１回定例会
議案番号
件
名
志布志市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一
議案第８号
部を改正する条例の制定について
志布志市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を
議案第９号
改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10号
正する条例の制定について
志布志市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正
議案第12号
する条例の制定について
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13号
いて
志布志市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の制
発議第１号
定について
志布志市特別会計条例の一部を改正する条例の制定に
議案第17号
ついて
議案第23号 大隅広域市町村圏協議会の廃止について
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
議案第２号 平成22年度志布志市一般会計補正予算（第13号）
平成22年度志布志市国民健康保険特別会計補正予算
議案第３号
（第３号）
平成22年度志布志市老人保健特別会計補正予算（第２
議案第４号
号）
平成22年度志布志市後期高齢者医療特別会計補正予算
議案第５号
（第２号）
平成22年度志布志市介護保険特別会計補正予算（第３
議案第６号
号）
平成22年度志布志市下水道管理特別会計補正予算（第
議案第７号
３号）
議案第22号 財産の取得について
志布志市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
議案第11号
の一部を改正する条例の制定について
志布志市課設置条例の一部を改正する条例の制定につ
議案第14号
いて
志布志市やっちく松山藩むらづくり基金条例を廃止す
議案第15号
る条例の制定について
議案第16号 志布志市振興計画審議会条例の制定について
志布志市営住宅条例等の一部を改正する条例の制定に
議案第18号
ついて
議案第19号 志布志市スポーツ振興審議会条例の制定について
志布志市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正
議案第20号
する条例の制定について
志布志市水道給水条例の一部を改正する条例の制定に
議案第21号
ついて
議案第24号 市道路線の廃止について
議案第25号 市道路線の認定について
議案第26号 市道路線の変更について
議案第27号 平成23年度志布志市一般会計予算
議案第28号 平成23年度志布志市国民健康保険特別会計予算
議案第29号 平成23年度志布志市後期高齢者医療特別会計予算
議案第30号 平成23年度志布志市介護保険特別会計予算
議案第31号 平成23年度志布志市下水道管理特別会計予算
議案第32号 平成23年度志布志市公共下水道事業特別会計予算
議案第33号 平成23年度志布志市国民宿舎特別会計予算
議案第34号 平成23年度志布志市水道事業会計予算
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35号
する条例の制定について

議決年月日

審議の結果

平成23年２月28日 原案可決
平成23年２月28日 原案可決
平成23年２月28日 原案可決
平成23年２月28日 原案可決
平成23年２月28日 原案可決
平成23年２月28日 原案可決
平成23年３月１日 原案可決
平成23年３月１日 可決
平成23年３月１日 適任
平成23年３月７日 原案可決
平成23年３月７日 原案可決
平成23年３月７日 原案可決
平成23年３月７日 原案可決
平成23年３月７日 原案可決
平成23年３月７日 原案可決
平成23年３月７日

可決

平成23年３月30日 原案可決
平成23年３月30日 原案可決
平成23年３月30日 原案可決
平成23年３月30日 原案可決
平成23年３月30日 原案可決
平成23年３月30日 原案可決
平成23年３月30日 原案可決
平成23年３月30日 原案可決
平成23年３月30日
平成23年３月30日
平成23年３月30日
平成23年３月30日
平成23年３月30日
平成23年３月30日
平成23年３月30日
平成23年３月30日
平成23年３月30日
平成23年３月30日
平成23年３月30日

可決
可決
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23年３月30日 原案可決

平成23年第１回定例会
議案番号
件
名
志布志市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改
議案第36号
正する条例の制定について
議案第37号 損害賠償の額を定め、和解することについて
議案第38号 市の境界変更について
議案第39号 平成22年度志布志市一般会計補正予算（第14号）
同意第２号 副市長の選任につき同意を求めることについて
容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を
発議第２号 促進するための法律の制定を求める意見書の提出につ
いて
志布志市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定
発議第３号
について
発議第４号 東北地方太平洋沖地震に関する決議について
「容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用
陳情第１号 を促進するための法律の制定を求める意見書」の提出
を求める陳情

議決年月日

審議の結果

平成23年３月30日 原案可決
平成23年３月30日 可決
平成23年３月30日 可決
平成23年３月30日 原案可決
平成23年３月30日 同意
平成23年３月30日 原案可決
平成23年３月30日 原案可決
平成23年３月30日 原案可決
平成23年３月30日

採択

平成23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
承認第８号 （志布志市営住宅条例等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
承認第９号 （志布志市税条例等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
承認第10号 （志布志市都市計画税条例の一部を改正する条例の制
定について）
議案第48号 志布志市税条例の一部を改正する条例の制定について
議案第49号 財産の無償貸付けについて
議案第50号 平成23年度志布志市一般会計補正予算（第４号）
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
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
発議第６号 議会基本条例等調査特別委員会の設置について
発議第７号 議員定数等調査特別委員会の設置について

議決年月日

審議の結果

平成23年７月26日

承認

平成23年７月26日

承認

平成23年７月26日

承認

平成23年７月26日
平成23年７月26日
平成23年７月26日
平成23年７月26日
平成23年７月26日
平成23年７月26日
平成23年７月26日

原案可決
可決
原案可決
適任
適任
原案可決
原案可決

平成23年第２回定例会
議案番号
件
名
専決処分の承認を求めることについて
承認第１号 （志布志市国民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
承認第２号 （志布志市国民健康保険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
承認第３号
（平成22年度志布志市一般会計補正予算（第15号））
専決処分の承認を求めることについて
承認第４号 （平成22年度志布志市老人保健特別会計補正予算（第
３号））
専決処分の承認を求めることについて
承認第５号 （平成22年度志布志市後期高齢者医療特別会計補正予
算（第３号））
専決処分の承認を求めることについて
承認第６号
（平成23年度志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
承認第７号 （志布志市税条例の一部を改正する条例の制定につい
て）
議案第41号 志布志市税条例の一部を改正する条例の制定について
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３号
て
志布志市移動通信用鉄塔施設条例の一部を改正する条
議案第40号
例の制定について
議案第42号 損害賠償の額を定め、和解することについて

議決年月日

審議の結果

平成23年６月６日

承認

平成23年６月６日

承認

平成23年６月６日

承認

平成23年６月６日

承認

平成23年６月６日

承認

平成23年６月６日

承認

平成23年６月６日

承認

平成23年６月６日 原案可決
平成23年６月６日

同意

平成23年６月28日 原案可決
平成23年６月28日

可決

議案第43号 平成23年度志布志市一般会計予算補正予算（第２号） 平成23年６月28日 修正可決
議案第44号
議案第45号
議案第46号
議案第47号

工事請負契約の変更について
工事請負契約の変更について
損害賠償の額を定め、和解することについて
平成23年度志布志市一般会計補正予算（第３号）
30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充に関
発議第５号
する意見書の提出について
30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充に係
陳情第２号
る意見書の採択について

平成23年６月28日 可決
平成23年６月28日 可決
平成23年６月28日 可決
平成23年６月28日 原案可決
平成23年６月28日 原案可決
平成23年６月28日

採択

平成23年第３回臨時会
議案番号
件
名
志布志市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を
議案第68号
改正する条例の制定について
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69号
一部を改正する条例の制定について
ダグリ公園の公園施設の指定管理者の指定の期間の変
議案第70号
更について
議案第71号 損害賠償の額を定め、和解することについて
議案第72号 平成23年度志布志市一般会計補正予算（第６号）

議決年月日

審議の結果

平成23年11月25日 原案可決
平成23年11月25日 原案可決
平成23年11月25日

可決

平成23年11月25日 可決
平成23年11月25日 原案可決

平成23年第３回定例会
議案番号
件
名
議案第56号 工事請負契約の締結について
議案第51号 志布志市税条例の一部を改正する条例の制定について
志布志市保育所条例の一部を改正する条例の制定につ
議案第52号
いて
志布志市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改
議案第53号
正する条例の制定について
志布志市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
議案第54号
の一部を改正する条例の制定について
議案第55号 志布志市スポーツ推進審議会条例の制定について
上田之浦辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更
議案第57号
について
議案第58号 財産の無償譲渡について
議案第59号 財産の無償貸付けについて
議案第60号 損害賠償の額を定め、和解することについて
議案第61号 平成23年度志布志市一般会計補正予算（第５号）
平成23年度志布志市国民健康保険特別会計補正予算
議案第62号
（第１号）
平成23年度志布志市後期高齢者医療特別会計補正予算
議案第63号
（第１号）
平成23年度志布志市介護保険特別会計補正予算（第１
議案第64号
号）
平成23年度志布志市下水道管理特別会計補正予算（第
議案第65号
１号）
平成23年度志布志市国民宿舎特別会計補正予算（第１
議案第66号
号）
ＴＰＰ（環太平洋連携協定）交渉参加反対に関する意
発議第８号
見書の提出について
TPP（環太平洋連携協定）交渉参加反対に関する陳情
陳情第６号
書
TPP（環太平洋連携協定）交渉参加反対に関する陳情
陳情第７号
書
議案第67号 平成22年度志布志市水道事業剰余金の処分について

審議の結果
議決年月日
平成23年９月９日 可決
平成23年９月30日 原案可決

平成23年９月30日 原案可決
平成23年９月30日 原案可決
平成23年９月30日 原案可決
平成23年９月30日 原案可決
平成23年９月30日

可決

平成23年９月30日 可決
平成23年９月30日 可決
平成23年９月30日 可決
平成23年９月30日 原案可決
平成23年９月30日 原案可決
平成23年９月30日 原案可決
平成23年９月30日 原案可決
平成23年９月30日 原案可決
平成23年９月30日 原案可決
平成23年９月30日 原案可決
平成23年９月30日

採択

平成23年９月30日

採択

平成23年12月７日

可決

平成23年第４回定例会
議案番号
件
名
平成22年度志布志市一般会計歳入歳出決算認定につい
認定第１号
て
平成22年度志布志市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22年度志布志市老人保健特別会計歳入歳出決算認
認定第３号
定について
平成22年度志布志市後期高齢者医療特別会計歳入歳出
認定第４号
決算認定について
平成22年度志布志市介護保険特別会計歳入歳出決算認
認定第５号
定について
平成22年度志布志市下水道管理特別会計歳入歳出決算
認定第６号
認定について
平成22年度志布志市公共下水道事業特別会計歳入歳出
認定第７号
決算認定について
平成22年度志布志市国民宿舎特別会計歳入歳出決算認
認定第８号
定について
平成22年度志布志市水道事業会計歳入歳出決算認定に
認定第９号
ついて
鹿児島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体
議案第75号 の数の減少及び鹿児島県市町村総合事務組合規約の変
更について
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
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５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６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７号
ることについて
志布志市法定外公共物の管理に関する条例の一部を改
議案第73号
正する条例の制定について
志布志市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の
議案第74号
制定について
宮崎県都城市との定住自立圏の形成に関する協定の変
議案第76号
更について
議案第77号 平成23年度志布志市一般会計補正予算（第７号）
平成23年度志布志市国民健康保険特別会計補正予算
議案第78号
（第２号）
平成23年度志布志市後期高齢者医療特別会計補正予算
議案第79号
（第２号）
平成23年度志布志市介護保険特別会計補正予算（第２
議案第80号
号）
議案第81号 志布志市税条例の一部を改正する条例の制定について
郵政改革法案の早期成立を求める意見書の提出につい
発議第９号
て
川内原発１号機・２号機の廃炉と３号機増設の白紙撤
発議第10号
回を求める意見書の提出について
陳情第９号 郵政改革法案の早期成立を求める陳情書
川内原発１号機・２号機の廃炉と３号機増設の白紙撤
陳情第10号
回を求める意見書提出について

議決年月日

審議の結果

平成23年12月７日

認定

平成23年12月７日

認定

平成23年12月７日

認定

平成23年12月７日

認定

平成23年12月７日

認定

平成23年12月７日

認定

平成23年12月７日

認定

平成23年12月７日

認定

平成23年12月７日

認定

平成23年12月７日

可決

平成23年12月７日

同意

平成23年12月７日

同意

平成23年12月７日

同意

平成23年12月７日

同意

平成23年12月22日 原案可決
平成23年12月22日 原案可決
平成23年12月22日

可決

平成23年12月22日 原案可決
平成23年12月22日 原案可決
平成23年12月22日 原案可決
平成23年12月22日 原案可決
平成23年12月22日 原案可決
平成23年12月22日 原案可決
平成23年12月22日 原案可決
平成23年12月22日

採択

平成23年12月22日 一部採択

