
平成 25 年第 2 回大山町議会定例会議事日程（第 5 日） 

         平成 25 年 3 月 15 日（金）午前 9 時 30 分 再開 

 

1 開議宣告 

日程第 1 議案第 7 号 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉 

施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に 

伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

日程第 2 議案第 8号 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る 

ための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の 

整備に関する条例の制定について 

日程第 3 議案第 9号 大山町一般廃棄物処理施設技術管理者の資格を定める条例の 

                制定について 

日程第 4 議案第 10 号 大山町指定地域密着型サービスの事業に関する基準を定める 

                      条例の制定について 

日程第 5 議案第 11 号 大山町指定地域密着型介護予防サービスの事業に関する基準 

を定める条例の制定について 

日程第 6 議案第12号 大山町水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準 

並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定について 

日程第 7 議案第 13 号 大山町道路構造の技術的基準を定める条例の制定について 

日程第 8 議案第 14 号 大山町町道に設ける道路標識の寸法を定める条例の制定に 

ついて 

日程第 9 議案第 15 号 大山町移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準 

                 を定める条例の制定について 

日程第 10 議案第 16 号 大山町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を 

定める条例の制定について 

日程第 11 議案第 17 号 大山町営住宅等の整備基準を定める条例の制定について 

日程第12 議案第18号 浜ノ上第二駐車場条例の制定について 

日程第13 議案第19号 大山町暴力団排除条例の制定について 

日程第14 議案第20号 大山町営住宅条例等の一部を改正する条例について 



日程第 15 議案第 21 号 大山町農業集落排水事業分担金徴収条例の一部を改正する 

                      条例について 

日程第 16 議案第 22 号 大山町公共下水道事業大山処理区域受益者分担金徴収条例 

                 の一部を改正する条例について 

日程第 17 議案第 23 号 大山町公共下水道事業逢坂処理区域・名和処理区域・中高 

所子処理区域受益者分担金徴収条例の一部を改正する条例に

ついて 

日程第 18 議案第 24 号 大山町地下水保全条例の一部を改正する条例について 

日程第 19 議案第 25 号 大山町過疎地域自立促進計画の変更について 

日程第 20 議案第 26 号 大山町豊房辺地に係る総合整備計画の策定について 

日程第 21 議案第 27 号 平成 25 年度大山町一般会計予算 

日程第 22 議案第 28 号 平成 25 年度大山町土地取得特別会計予算 

日程第23 議案第29号 平成25年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

日程第 24 議案第 30 号 平成 25 年度大山町開拓専用水道特別会計予算 

日程第 25 議案第 31 号 平成 25 年度大山町情報通信事業特別会計予算 

日程第 26 議案第 32 号 平成 25 年度大山町夕陽の丘神田特別会計予算 

日程第 27 議案第 33 号 平成 25 年度大山町簡易水道事業特別会計予算 

日程第 28 議案第 34 号 平成 25 年度大山町国民健康保険特別会計予算 

日程第 29 議案第 35 号 平成 25 年度大山町国民健康保険診療所特別会計予算 

日程第 30 議案第 36 号 平成 25 年度大山町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第 31 議案第 37 号 平成 25 年度大山町介護保険特別会計予算 

日程第 32 議案第 38 号 平成 25 年度大山町農業集落排水事業特別会計予算 

日程第 33 議案第 39 号 平成 25 年度大山町公共下水道事業特別会計予算 

日程第 34 議案第 40 号 平成 25 年度大山町風力発電事業特別会計予算 

日程第 35 議案第 41 号 平成 25 年度大山町温泉事業特別会計予算 

日程第 36 議案第 42 号 平成 25 年度大山町宅地造成事業特別会計予算 

日程第 37 議案第 43 号 平成 25 年度大山町索道事業特別会計予算 

日程第 38 議案第 44 号 平成 25 年度大山町水道事業会計予算 

日程第 39 議案第 60 号 不動産売買契約の締結について 



日程第 40 議案第 61 号 平成 24 年度大山町簡易水道事業特別会計補正予算（第 4 号） 

日程第 41 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 

日程第 42 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 

日程第 43 陳情第 1 号  地方財政の充実・強化を求める陳情書 

日程第 44 陳情第 2 号  安倍内閣にＴＰＰ（環太平洋連携協定）への参加断念を 

求める意見書の提出を求める陳情 

日程第 45 陳情第 3 号  年金 2.5％の削減中止を求める陳情 

日程第 46 陳情第 4 号  「生活保護基準の引き下げをしないこと」の意見書提出を 

国に求める陳情書 

日程第 47 発議案第 2 号 大山町議会委員会条例の一部を改正する条例について 

日程第 48 大山恵みの里構想調査特別委員会の調査報告について 

日程第 49 閉会中の継続審査について（総務常任委員会 平成 24 年陳情第 11 号） 

日程第 50 閉会中の継続調査について（総務常任委員会 所管事務調査）      

日程第 51 閉会中の継続調査について（教育民生常任委員会 所管事務調査） 

日程第 52 閉会中の継続調査について（経済建設常任委員会 所管事務調査） 

日程第 53 閉会中の継続調査について（議会運営委員会 所管事務調査） 

 

閉会    時  分          

 


