
番　号 件　　　　　　　　　名 議決年月日 議決の結果委員会提出議案第1号 「こころの健康を守り推進する基本法（仮称）」の法制化を求める意見書 平成24年3月23日 原案可決番　号 件　　　　　　　　　名 議決年月日 議決の結果諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について 平成24年2月24日 同　　意諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について 平成24年2月24日 同　　意諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦について 平成24年2月24日 同　　意諮問第4号 人権擁護委員候補者の推薦について 平成24年2月24日 同　　意番　号 件　　　　　　　　　名 議決年月日 議決の結果議案第1号 田中財産区管理委員の選任について 平成24年2月24日 同　　意議案第2号 長田竜門財産区管理委員の選任について 平成24年2月24日 同　　意議案第3号 長田竜門財産区管理委員の選任について 平成24年2月24日 同　　意議案第4号 長田竜門財産区管理委員の選任について 平成24年2月24日 同　　意議案第5号 長田竜門財産区管理委員の選任について 平成24年2月24日 同　　意議案第6号 長田竜門財産区管理委員の選任について 平成24年2月24日 同　　意議案第7号 長田竜門財産区管理委員の選任について 平成24年2月24日 同　　意
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議案第8号 竜門財産区管理委員の選任について 平成24年2月24日 同　　意議案第9号 竜門財産区管理委員の選任について 平成24年2月24日 同　　意議案第10号 竜門財産区管理委員の選任について 平成24年2月24日 同　　意議案第11号 竜門財産区管理委員の選任について 平成24年2月24日 同　　意議案第12号 竜門財産区管理委員の選任について 平成24年2月24日 同　　意議案第13号 竜門財産区管理委員の選任について 平成24年2月24日 同　　意議案第14号 竜門財産区管理委員の選任について 平成24年2月24日 同　　意議案第15号 南北志野財産区管理委員の選任について 平成24年2月24日 同　　意議案第16号 南北志野財産区管理委員の選任について 平成24年2月24日 同　　意議案第17号 南北志野財産区管理委員の選任について 平成24年2月24日 同　　意議案第18号 南北志野財産区管理委員の選任について 平成24年2月24日 同　　意議案第19号 南北志野財産区管理委員の選任について 平成24年2月24日 同　　意議案第20号 南北志野財産区管理委員の選任について 平成24年2月24日 同　　意議案第21号 南北志野財産区管理委員の選任について 平成24年2月24日 同　　意議案第22号 静川財産区管理委員の選任について 平成24年2月24日 同　　意議案第23号 静川財産区管理委員の選任について 平成24年2月24日 同　　意2 / 6 ページ



議案第24号 静川財産区管理委員の選任について 平成24年2月24日 同　　意議案第25号 紀の川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 平成24年3月23日 原案可決議案第26号 紀の川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 平成24年3月23日 原案可決議案第27号 紀の川市税条例の一部改正について 平成24年3月23日 原案可決議案第28号 紀の川市消防団条例の一部改正について 平成24年3月23日 原案可決議案第29号 紀の川市消防委員会条例の一部改正について 平成24年3月23日 原案可決議案第30号 紀の川市印鑑条例の一部改正について 平成24年3月23日 原案可決議案第31号 紀の川市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例の一部改正について 平成24年3月23日 原案可決議案第32号 紀の川市国民健康保険税条例の一部改正について 平成24年3月23日 原案可決議案第33号 紀の川市介護保険条例の一部改正について 平成24年3月23日 原案可決議案第34号 紀の川市営住宅条例の一部改正について 平成24年3月23日 原案可決議案第35号 紀の川市下水道排水設備指定工事店条例の一部改正について 平成24年3月23日 原案可決議案第36号 紀の川市水道事業の設置等に関する条例及び紀の川市河北河南水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 平成24年3月23日 原案可決議案第37号 紀の川市簡易水道事業設置条例の一部改正について 平成24年3月23日 原案可決議案第38号 紀の川市簡易水道事業給水条例の一部改正について 平成24年3月23日 原案可決議案第39号 紀の川市コミュニティ施設条例の一部改正について 平成24年3月23日 原案可決議案第40号 紀の川市公民館条例の一部改正について 平成24年3月23日 原案可決3 / 6 ページ



議案第41号 平成２３年度紀の川市一般会計補正予算（第５号）について 平成24年3月23日 原案可決議案第42号 平成２３年度紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第２号）について 平成24年3月23日 原案可決議案第43号 平成２３年度紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第３号）について 平成24年3月23日 原案可決議案第44号 平成２３年度紀の川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について 平成24年3月23日 原案可決議案第45号 平成２３年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計補正予算（第２号）について 平成24年3月23日 原案可決議案第46号 平成２３年度紀の川市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）について 平成24年3月23日 原案可決議案第47号 平成２３年度紀の川市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）について 平成24年3月23日 原案可決議案第48号 平成２３年度紀の川市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）について 平成24年3月23日 原案可決議案第49号 平成２３年度紀の川市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）について 平成24年3月23日 原案可決議案第50号 平成２３年度紀の川市池田財産区特別会計補正予算（第２号）について 平成24年3月23日 原案可決議案第51号 平成２３年度紀の川市田中財産区特別会計補正予算（第２号）について 平成24年3月23日 原案可決議案第52号 平成２３年度紀の川市最上、神田、市場、元財産区特別会計補正予算（第２号）について 平成24年3月23日 原案可決議案第53号 平成２３年度紀の川市水道事業会計補正予算（第２号）について 平成24年3月23日 原案可決議案第54号 平成２３年度紀の川市工業用水道事業会計補正予算（第１号）について 平成24年3月23日 原案可決議案第55号 平成２４年度紀の川市一般会計予算について 平成24年3月23日 原案可決議案第56号 平成２４年度紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について 平成24年3月23日 原案可決議案第57号 平成２４年度紀の川市土地取得事業特別会計予算について 平成24年3月23日 原案可決4 / 6 ページ



議案第58号 平成２４年度紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計予算について 平成24年3月23日 原案可決議案第59号 平成２４年度紀の川市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算について 平成24年3月23日 原案可決議案第60号 平成２４年度紀の川市後期高齢者医療特別会計予算について 平成24年3月23日 原案可決議案第61号 平成２４年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計予算について 平成24年3月23日 原案可決議案第62号 平成２４年度紀の川市公共下水道事業特別会計予算について 平成24年3月23日 原案可決議案第63号 平成２４年度紀の川市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算について 平成24年3月23日 原案可決議案第64号 平成２４年度紀の川市農業集落排水事業特別会計予算について 平成24年3月23日 原案可決議案第65号 平成２４年度紀の川市簡易水道事業特別会計予算について 平成24年3月23日 原案可決議案第66号 平成２４年度紀の川市池田財産区特別会計予算について 平成24年3月23日 原案可決議案第67号 平成２４年度紀の川市田中財産区特別会計予算について 平成24年3月23日 原案可決議案第68号 平成２４年度紀の川市長田竜門財産区特別会計予算について 平成24年3月23日 原案可決議案第69号 平成２４年度紀の川市竜門財産区特別会計予算について 平成24年3月23日 原案可決議案第70号 平成２４年度紀の川市南北志野財産区特別会計予算について 平成24年3月23日 原案可決議案第71号 平成２４年度紀の川市飯盛財産区特別会計予算について 平成24年3月23日 原案可決議案第72号 平成２４年度紀の川市静川財産区特別会計予算について 平成24年3月23日 原案可決議案第73号 平成２４年度紀の川市最上、神田、市場、元財産区特別会計予算について 平成24年3月23日 原案可決議案第74号 平成２４年度紀の川市調月財産区特別会計予算について 平成24年3月23日 原案可決5 / 6 ページ



議案第75号 平成２４年度紀の川市丸栖財産区特別会計予算について 平成24年3月23日 原案可決議案第76号 平成２４年度紀の川市平池財産区特別会計予算について 平成24年3月23日 原案可決議案第77号 平成２４年度紀の川市水道事業会計予算について 平成24年3月23日 原案可決議案第78号 平成２４年度紀の川市工業用水道事業会計予算について 平成24年3月23日 原案可決議案第79号 土地の処分について 平成24年3月23日 原案可決議案第80号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 平成24年3月23日 原案可決議案第81号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 平成24年3月23日 原案可決議案第82号 工事請負契約の締結について（粉河中学校移転改築工事） 平成24年3月23日 原案可決○その他 平成24年度紀の川市一般会計予算審査特別委員会の設置について（平成24年 3月 2日設置） 　委 員 長　　　榎本　喜之　副委員長　　　室谷　伊則　　委　員　　　川原　一泰　　　〃　　　　坂本　康隆　　　〃　　　　村垣　正造　　　〃　　　　堂脇　光弘　　　〃　　　　石井　　仁　　　〃　　　　今西　敏文　　　〃　　　　竹村　広明
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