
平成２０年第３回定例会議案・審議結果一覧 

（１／３） 

議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議員提出議案

第 3号 

阿見町議会の議員の費用弁償等の支給の臨時措置に関

する条例の制定について 
H.20.9.26 原案可決 

議員提出議案

第 4号 
阿見町議会会議規則の一部改正について H.20.9.26 原案可決 

議員提出議案

第 5号 
阿見町行政改革特別委員会の設置について H.20.9.26 原案可決 

議案第 49 号 
専決処分の承認を求めることについて（損害賠償の額を定

めることについて） 
H.20.9.9 原案承認 

議案第 50 号 
阿見町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部改正について 
H.20.9.9 原案可決 

議案第 51 号 
阿見町職員の公益法人等への職員の派遣等に関する条例

の一部改正について 
H.20.9.26 原案可決 

議案第 52 号 
財産の交換，譲与，無償貸付等に関する条例の一部改正

について 
H.20.9.26 原案可決 

議案第 53 号 阿見町税条例の一部改正について H.20.9.26 原案可決 

議案第 54 号 阿見町手数料徴収条例の一部改正について H.20.9.26 原案可決 

議案第 55 号 阿見町印鑑条例の一部改正について H.20.9.26 原案可決 

議案第 56 号 
阿見町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 
H.20.9.26 原案可決 

議案第 57 号 
阿見町附属機関の設置に関する条例の一部改正につい

て 
H.20.9.26 原案可決 

議案第 58 号 平成２０年度阿見町一般会計補正予算（第２号） H.20.9.26 原案可決 

議案第 59 号 
平成２０年度阿見町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号） 
H.20.9.26 原案可決 

議案第 60 号 
平成２０年度阿見町公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号） 
H.20.9.26 原案可決 

議案第 61 号 
平成２０年度阿見町老人保健特別会計補正予算（第１

号） 
H.20.9.26 原案可決 

議案第 62 号 
平成２０年度阿見町農業集落排水事業特別会計補正予

算（第２号） 
H.20.9.26 原案可決 

議案第 63 号 
平成２０年度阿見町介護保険特別会計補正予算（第２

号） 
H.20.9.26 原案可決 

議案第 64 号 
平成１９年度阿見町一般会計歳入歳出決算認定につい

て 
H.20.9.26 原案認定 

議案第 65 号 
平成１９年度阿見町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算認定について 
H.20.9.26 原案認定 

 



（２／３） 

議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第 66 号 
平成１９年度阿見町公共下水道事業特別会計歳入歳出

決算認定について 
H.20.9.26 原案認定 

議案第 67 号 
平成１９年度阿見町老人保健特別会計歳入歳出決算認

定について 
H.20.9.26 原案認定 

議案第 68 号 
平成１９年度阿見町土地区画整理事業特別会計歳入歳

出決算認定について 
H.20.9.26 原案認定 

議案第 69 号 
平成１９年度阿見町農業集落排水事業特別会計歳入歳

出決算認定について 
H.20.9.26 原案認定 

議案第 70 号 
平成１９年度阿見町介護保険特別会計歳入歳出決算認

定について 
H.20.9.26 原案認定 

議案第 71 号 平成１９年度阿見町水道事業会計決算認定について H.20.9.26 原案認定 

議案第 72 号 
２０国補下１－１荒川本郷地区調整池築造工事請負契

約について 
H.20.9.26 原案可決 

議案第 73 号 
Ｈ２０町単予第１号予科練平和記念館新築工事（建築工

事）請負契約について 
H.20.9.26 原案可決 

議案第 74 号 

 

平成２０年度霞ヶ浦飛行場周辺消防施設設置助成事業

水槽付消防ポンプ自動車（水Ⅱ型）購入について 
H.20.9.26 原案可決 

議案第 75 号 戸籍電動回転保管庫購入（撤去及び搬入）について H.20.9.26 原案可決 

議案第 76 号 阿見町土地開発公社定款の一部改正について H.20.9.26 原案可決 

議案第 77 号 町道路線の廃止について H.20.9.26 原案可決 

議案第 78 号 町道路線の認定について H.20.9.26 原案可決 

議案第 79 号 阿見町政治倫理審査会委員の任命につき同意を求めることについて H.20.9.9 原案同意 

議案第 80 号 阿見町政治倫理審査会委員の任命につき同意を求めることについて H.20.9.9 原案同意 

議案第 81 号 阿見町政治倫理審査会委員の任命につき同意を求めることについて H.20.9.9 原案同意 

議案第 82 号 阿見町政治倫理審査会委員の任命につき同意を求めることについて H.20.9.9 原案同意 

議案第 83 号 阿見町政治倫理審査会委員の任命につき同意を求めることについて H.20.9.9 原案同意 

議案第 84 号 阿見町政治倫理審査会委員の任命につき同意を求めることについて H.20.9.9 原案同意 

議案第 85 号 阿見町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて H.20.9.9 原案同意 

 

 

 



（３／３） 

 

議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

請願第１号 
燃料，肥料，飼料，農業資材等の価格高騰に対する緊急

対策を求める請願 
H.20.9.26 採  択 

請願第２号 ミニマムアクセス米の輸入停止を求める請願 H.20.9.26 採  択 

請願第３号 
アウトレットモール開業に伴う交通安全対策及び防犯

対策を茨城県等に求める意見書の提出を求める請願 
H.20.9.26 採  択 

請願第４号 
農畜産物生産コスト上昇に対する経営安定の確立に関

する請願 
H.20.9.26 採  択 

意見書案第２号 
燃料，肥料，飼料，農業資材等の価格高騰に対する緊急対策

を求める意見書（案） 
H.20.9.26 原案可決 

意見書案第３号 ミニマムアクセス米の輸入停止を求める意見書（案） H.20.9.26 原案可決 

意見書案第４号 警察官の増員及び交番新設に関する意見書（案） H.20.9.26 原案可決 

意見書案第５号 
農畜産物生産コスト上昇に対する経営安定の確立に関す

る意見書（案） 
H.20.9.26 原案可決 


