平成21年第１回臨時会
議案番号
件
名
議案第１号 志布志市オラレまちづくり基金条例の制定について

審議の結果
議決年月日
平成21年２月20日 原案可決

平成21年第１回定例会
議案番号
件
名
志布志市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する
議案第９号
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10号
の一部を改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制定につい
議案第11号
て
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１号
ついて
志布志市新規就農者住宅条例の一部を改正する条例の
議案第21号
制定について
志布志市家畜指導センター条例の一部を改正する条例
議案第22号
の制定について
志布志市立学校条例の一部を改正する条例の制定につ
議案第24号
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31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
議案第32号 鹿児島県市町村総合事務組合の財産処分について
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
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
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
て
議案第２号 平成20年度志布志市一般会計補正予算（第７号）
平成20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20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20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20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20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17号 志布志市迫田アヤ志基金条例の制定について
志布志市職員の特殊勤務手当に関する条例及び志布志
議案第８号 市技能、労務職員の給与の種類及び基準に関する条例
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12号
いて
議案第13号 志布志市ポイ捨て防止条例の制定について
志布志市青少年問題協議会条例を廃止する条例の制定
議案第14号
について
児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係
議案第15号
条例の整理に関する条例の制定について
志布志市出産祝金支給の特例に関する条例の制定につ
議案第16号
いて
志布志市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正す
議案第18号
る条例の制定について
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19号
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20号
例の一部を改正する条例の制定について
志布志市営住宅条例の一部を改正する条例の制定につ
議案第23号
いて

議決年月日

審議の結果

平成21年３月３日 原案可決
平成21年３月３日 原案可決
平成21年３月３日 原案可決
平成21年３月３日 原案可決
平成21年３月４日 原案可決
平成21年３月４日 原案可決
平成21年３月４日 原案可決
平成21年３月４日 原案可決
平成21年３月４日 原案可決
平成21年３月４日 適任
平成21年３月４日 適任
平成21年３月４日 適任
平成21年３月４日

同意

平成21年３月10日 原案可決
平成21年３月10日 原案可決
平成21年３月10日 原案可決
平成21年３月10日 原案可決
平成21年３月10日 原案可決
平成21年３月10日 原案可決
平成21年３月10日 原案可決
平成21年３月27日 原案可決
平成21年３月27日 原案可決
平成21年３月27日 原案可決
平成21年３月27日 原案可決
平成21年３月27日 原案可決
平成21年３月27日

否決

平成21年３月27日 原案可決
平成21年３月27日 原案可決
平成21年３月27日 原案可決
平成21年３月27日 原案可決

平成21年第１回定例会
議案番号
件
名
志布志市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲
議案第25号 示場の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定
について
議案第26号 志布志市過疎地域自立促進計画の変更について
志布志農業管理センター及び志布志新規就農者研修施
議案第27号
設の指定管理者の指定について
議案第28号 市道路線の廃止について
議案第29号 市道路線の認定について
議案第30号 市道路線の変更について
議案第33号 平成21年度志布志市一般会計予算
議案第34号 平成21年度志布志市国民健康保険特別会計予算
議案第35号 平成21年度志布志市老人保健特別会計予算
議案第36号 平成21年度志布志市後期高齢者医療特別会計予算
議案第37号 平成21年度志布志市介護保険特別会計予算
議案第38号 平成21年度志布志市下水道管理特別会計予算
議案第39号 平成21年度志布志市公共下水道事業特別会計予算
議案第40号 平成21年度志布志市国民宿舎特別会計予算
議案第41号 平成21年度志布志市水道事業会計予算
志布志市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定
議案第42号
について
議案第43号 平成20年度志布志市一般会計補正予算（第８号）
平成20年度志布志市老人保健特別会計補正予算（第３
議案第44号
号）
平成20年度志布志市介護保険特別会計補正予算（第４
議案第45号
号）

議決年月日

審議の結果

平成21年３月27日 原案可決
平成21年３月27日

可決

平成21年３月27日

可決

平成21年３月27日
平成21年３月27日
平成21年３月27日
平成21年３月27日
平成21年３月27日
平成21年３月27日
平成21年３月27日
平成21年３月27日
平成21年３月27日
平成21年３月27日
平成21年３月27日
平成21年３月27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
原案可決

平成21年３月27日 原案可決
平成21年３月27日 原案可決
平成21年３月27日 原案可決
平成21年３月27日 原案可決

平成21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１号 （志布志市個人情報保護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３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）
専決処分の承認を求めることについて
承認第４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５号
（平成20年度志布志市一般会計補正予算（第９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20年度志布志市後期高齢者医療特別会計補正予
算（第３号））
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46号
改正する条例の制定について
議案第47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

議決年月日

審議の結果

平成21年５月29日

承認

平成21年５月29日

承認

平成21年５月29日

承認

平成21年５月29日

承認

平成21年５月29日

承認

平成21年５月29日

承認

平成21年５月29日 原案可決
平成21年５月29日 原案可決

平成21年第２回定例会
議案番号
件
名
志布志市営墓地条例の一部を改正する条例の制定につ
議案第52号
いて
志布志市火入れに関する条例の一部を改正する条例の
議案第53号
制定について
志布志市営引揚者住宅条例の一部を改正する条例の制
議案第54号
定について
志布志市営住宅条例の一部を改正する条例の制定につ
議案第55号
いて
志布志市営特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条
議案第57号
例の制定について
志布志市都市公園条例の一部を改正する条例の制定に
議案第58号
ついて
議案第61号 損害賠償の額を定め、和解することについて
議案第62号 志布志市土地開発公社定款の変更について
志布志市議会の議決すべき事件に関する条例の制定に
議案第48号
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49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
議案第50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
志布志市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の
議案第51号
制定について
志布志市営単独住宅条例の一部を改正する条例の制定
議案第56号
について
議案第59号 新たに生じた土地の確認について
議案第60号 字の区域変更について
議案第63号 平成21年度志布志市一般会計補正予算（第１号）
平成21年度志布志市国民健康保険特別会計補正予算
議案第64号
（第１号）
平成21年度志布志市老人保健特別会計補正予算（第１
議案第65号
号）
平成21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）
発議第２号 教育予算確保に関する意見書の提出について
発議第３号 振り込め詐欺撲滅に関する決議について
発議第４号 甘味資源作物に関する意見書の提出について
「ＡＺスーパーセンター大崎店」の出店に対する反対
陳情第11号
要望について
「ＡＺスーパーセンター大崎店」出店に反対する要望
陳情第６号
書
教育予算の拡充を求める意見書の採択要請について陳
陳情第７号
情書
陳情第11号 甘味資源作物に関する陳情書
陳情第12号 甘味資源作物に関する陳情書

議決年月日

審議の結果

平成21年６月12日 原案可決
平成21年６月12日 原案可決
平成21年６月12日 原案可決
平成21年６月12日 原案可決
平成21年６月12日 原案可決
平成21年６月12日 原案可決
平成21年６月12日
平成21年６月12日

可決
可決

平成21年６月30日 原案可決
平成21年６月30日 原案可決
平成21年６月30日 原案可決
平成21年６月30日 原案可決
平成21年６月30日 原案可決
平成21年６月30日 可決
平成21年６月30日 可決
平成21年６月30日 原案可決
平成21年６月30日 原案可決
平成21年６月30日 原案可決
平成21年６月30日 原案可決
平成21年６月30日 原案可決
平成21年６月30日 原案可決
平成21年６月30日 原案可決
平成21年６月30日

採択

平成21年６月30日

採択

平成21年６月30日

採択

平成21年６月30日
平成21年６月30日

採択
採択

平成21年第３回臨時会
議案番号
件
名
議案第67号 平成21年度志布志市一般会計補正予算（第２号）
発議第５号 地域情報基盤整備等調査特別委員会の設置について

審議の結果
議決年月日
平成21年７月27日 原案可決
平成21年７月27日 原案可決

平成21年第３回定例会
議案番号
件
名
議案第68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
志布志市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する
議案第69号
条例の制定について
志布志市やっちくふるさと村条例の一部を改正する条
議案第73号
例の制定について
志布志市有明開田の里公園条例の一部を改正する条例
議案第75号
の制定について
志布志市有明農業歴史資料館条例の一部を改正する条
議案第76号
例の制定について
議案第88号 曽於北部衛生処理組合規約の変更について
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
志布志市保育所条例の一部を改正する条例の制定につ
議案第70号
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71号
定について
志布志市内之倉農村広場条例の一部を改正する条例の
議案第72号
制定について
志布志市志布志農村研修センター条例の一部を改正す
議案第74号
る条例の制定について
宮崎県都城市との定住自立圏の形成に関する協定の締
議案第77号
結について
鹿屋市との定住自立圏の形成に関する協定の締結につ
議案第78号
いて
議案第79号 財産の無償譲渡について
議案第80号 財産の無償貸付けについて
議案第81号 財産の無償譲渡について
議案第82号 財産の無償貸付けについて
議案第83号 財産の無償譲渡について
議案第84号 財産の無償貸付けについて
議案第85号 市道路線の変更について
議案第86号 損害賠償の額を定め、和解することについて
議案第87号 損害賠償の額を定め、和解することについて
議案第89号 平成21年度志布志市一般会計補正予算（第３号）
平成21年度志布志市国民健康保険特別会計補正予算
議案第90号
（第２号）
平成21年度志布志市後期高齢者医療特別会計補正予算
議案第91号
（第１号）
平成21年度志布志市介護保険特別会計補正予算（第１
議案第92号
号）
平成21年度志布志市下水道管理特別会計補正予算（第
議案第93号
１号）
平成21年度志布志市国民宿舎特別会計補正予算（第２
議案第94号
号）
保険でよい歯科医療の実現を求める意見書の提出につ
発議第６号
いて
東九州自動車道野方インターチェンジの設置実現とア
発議第７号 クセスする関連県道の改良等早急整備に係る決議につ
いて
保険でよい歯科医療の実現を求める意見書を政府に提
陳情第14号
出することを求める陳情
議案第95号 平成20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21年９月８日 原案可決

平成21年９月８日 原案可決
平成21年９月８日 原案可決
平成21年９月８日 原案可決
平成21年９月８日 原案可決
平成21年９月８日
平成21年９月８日

可決
適任

平成21年９月29日 原案可決
平成21年９月29日 原案可決
平成21年９月29日 原案可決
平成21年９月29日 原案可決
平成21年９月29日

可決

平成21年９月29日

可決

平成21年９月29日 可決
平成21年９月29日 可決
平成21年９月29日 可決
平成21年９月29日 可決
平成21年９月29日 可決
平成21年９月29日 可決
平成21年９月29日 可決
平成21年９月29日 可決
平成21年９月29日 可決
平成21年９月29日 原案可決
平成21年９月29日 原案可決
平成21年９月29日 原案可決
平成21年９月29日 原案可決
平成21年９月29日 原案可決
平成21年９月29日 原案可決
平成21年９月29日 原案可決
平成21年９月29日 原案可決
平成21年９月29日

採択

平成21年12月４日

可決

平成21年第４回臨時会
議案番号
件
名
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96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等の一部を
議案第97号
改正する条例の制定について
議案第98号 損害賠償の額を定め、和解することについて
議案第99号 平成21年度志布志市一般会計補正予算（第４号）

議決年月日

審議の結果

平成21年11月25日 原案可決
平成21年11月25日 原案可決
平成21年11月25日 可決
平成21年11月25日 原案可決

平成21年第４回定例会
議案番号
件
名
平成20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20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20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20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20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20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20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20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20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108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
鹿児島県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共
議案第109号
団体の数の減少について
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100号
正する条例の制定について
議案第101号 志布志市 の郷の指定管理者の指定について
議案第102号 ダグリ公園の公園施設の指定管理者の指定について
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103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104号
定について
議案第105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106号
て
議案第107号 志布志市有明体育施設の指定管理者の指定について
議案第110号 平成21年度志布志市一般会計補正予算（第５号）
平成21年度志布志市後期高齢者医療特別会計補正予算
議案第111号
（第２号）
平成21年度志布志市介護保険特別会計補正予算（第２
議案第112号
号）
安全・安心な国民生活実現のため、国土交通省の地方
発議第８号
出先機関の存続を求める意見書の提出について

議決年月日

審議の結果

平成21年12月４日

認定

平成21年12月４日

認定

平成21年12月４日

認定

平成21年12月４日

認定

平成21年12月４日

認定

平成21年12月４日

認定

平成21年12月４日

認定

平成21年12月４日

認定

平成21年12月４日

認定

平成21年12月４日

可決

平成21年12月４日

可決

平成21年12月18日 原案可決
平成21年12月18日
平成21年12月18日

可決
可決

平成21年12月18日

可決

平成21年12月18日

可決

平成21年12月18日

可決

平成21年12月18日

可決

平成21年12月18日 可決
平成21年12月18日 原案可決
平成21年12月18日 原案可決
平成21年12月18日 原案可決
平成21年12月18日 原案可決

発議第９号 所得税法第56条の廃止を求める意見書の提出について 平成21年12月18日 原案可決
発議第10号
発議第11号
発議第12号
発議第13号
陳情第５号
陳情第15号

電源立地地域対策交付金制度の交付期間延長等を求め
る意見書の提出について
茶業振興に関す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
について
志布志市議会会議規則の一部を改正する規則の制定に
ついて
安全・安心な国民生活実現のため、国土交通省の地方
出先機関の存続を求める陳情書
『所得税法56条の廃止を求める意見書』の採択を求め
る陳情書

平成21年12月18日 原案可決
平成21年12月18日 原案可決
平成21年12月18日 原案可決
平成21年12月18日 原案可決
平成21年12月18日

採択

平成21年12月18日

採択

