
平成 22 年第 3 回大山町議会定例会議事日程（第 2 日） 

                       

 平成22 年3 月5 日 午前9 時30 分 再開 

 

1 開議宣告 

 

日程第  1 議案第 28 号 工事請負変更契約の締結について（御来屋漁港整備工事） 

日程第  2 議案第 50 号 平成21 年度大山町一般会計補正予算（第8 号） 

日程第  3 議案第 51 号 平成21 年度大山町土地取得特別会計補正予算（第2 号） 

日程第  4 議案第 52 号 平成21 年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算 

（第1 号） 

日程第  5 議案第 53 号 平成21 年度大山町開拓専用水道特別会計補正予算（第2 号） 

日程第  6  議案第 54 号 平成21 年度大山町簡易水道事業特別会計補正予算（第3 号） 

日程第  7  議案第 55 号 平成21 年度大山町国民健康保険特別会計補正予算（第4 号） 

日程第  8 議案第 56 号 平成21 年度大山町国民健康保険診療所特別会計補正予算（第3 号） 

日程第  9 議案第 57 号 平成21 年度大山町後期高齢者医療特別会計補正予算（第2 号） 

日程第 10 議案第 58 号 平成21 年度大山町介護保険特別会計補正予算（第3 号） 

日程第 11 議案第 59 号 平成21 年度大山町農業集落排水事業特別会計補正予算（第2 号） 

日程第 12 議案第 60 号 平成21 年度大山町公共下水道事業特別会計補正予算（第4 号） 

日程第 13 議案第 61 号 平成21 年度大山町風力発電事業特別会計補正予算（第2 号） 

日程第 14 議案第 62 号 平成21 年度大山町温泉事業特別会計補正予算（第4 号） 

日程第 15 議案第 63 号 平成21 年度大山町宅地造成事業特別会計補正予算（第2 号） 

日程第 16 議案第 64 号 平成21 年度大山町情報通信事業特別会計補正予算（第3 号） 

日程第 17 議案第 65 号 平成21 年度大山町水道事業会計補正予算（第5 号） 

日程第 18 議案第 66 号 平成21 年度大山町索道事業会計補正予算（第1 号） 

日程第 19 議案第 67 号 大山町長等の給料の特例に関する条例の制定について 

日程第 20  議案第 17 号 大山町農産物処理加工施設条例の制定について 

日程第 21  議案第 18 号 大山町若者向け住宅条例の制定について 

日程第 22 議案第 19 号 大山町行財政改革審議会条例の制定について 

日程第 23 議案第 20 号 大山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例

の制定について 

日程第 24 議案第 21 号 大山町課設置条例の一部を改正する条例について 

日程第 25  議案第 22 号 大山町身体障害者、知的障害者及び精神障害者医療費助成条例の一部

を改正する条例について 

日程第 26 議案第 23 号 大山町障害者通所・通院費助成金交付条例の一部を改正する条例に 

ついて 

日程第 27 議案第 24 号 大山町消防団条例の一部を改正する条例について 

日程第 28 議案第 25 号 大山町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

日程第 29 議案第 26 号 大山町立ふるさとフォーラムなかやま条例の一部を改正する条例に 

ついて 

日程第 30 議案第 27 号 大山町立学校設置条例の一部を改正する条例について 

日程第 31  議案第 29 号 平成22 年度大山町一般会計予算 



日程第 32  議案第 30 号 平成22 年度大山町土地取得特別会計予算 

日程第 33  議案第 31 号 平成22 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 34  議案第 32 号 平成22 年度大山町開拓専用水道特別会計予算 

日程第 35  議案第 33 号 平成22 年度大山町地域休養施設特別会計予算 

日程第 36  議案第 34 号 平成22年度大山町老人居室整備資金及び障害者住宅整備資金貸付事

業特別会計予算 

日程第 37  議案第 35 号 平成22 年度大山町簡易水道事業特別会計予算 

日程第 38  議案第 36 号 平成22 年度大山町国民健康保険特別会計予算 

日程第 39  議案第 37 号 平成22 年度大山町国民健康保険診療所特別会計予算 

日程第 40  議案第 38 号 平成22 年度大山町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第 41  議案第 39 号 平成22 年度大山町老人保健特別会計予算 

日程第 42  議案第 40 号 平成22 年度大山町介護保険特別会計予算 

日程第 43  議案第 41 号 平成22 年度大山町介護保険事業特別会計予算 

日程第 44  議案第 42 号 平成22 年度大山町農業集落排水事業特別会計予算 

日程第 45  議案第 43 号 平成22 年度大山町公共下水道事業特別会計予算 

日程第 46  議案第 44 号 平成22 年度大山町風力発電事業特別会計予算 

日程第 47  議案第 45 号 平成22 年度大山町温泉事業特別会計予算 

日程第 48  議案第 46 号 平成22 年度大山町宅地造成事業特別会計予算 

日程第 49  議案第 47 号 平成22 年度大山町情報通信事業特別会計予算 

日程第 50  議案第 48 号 平成22 年度大山町水道事業会計予算 

日程第 51  議案第 49 号 平成22 年度大山町索道事業会計予算 

日程第 52 特別委員会の設置及び付託 

日程第 53 特別委員会委員長及び副委員長の互選結果の報告 

                                        

 

                              散（延）会    時    分 

 

 


