
平成 22 年第 7 回大山町議会定例会議事日程（第 5 日） 
                

平成 22 年 9 月 28 日（火）  午前 9 時 30 分 再開 

 

1． 開議宣告  

日程第 1  議案第 108 号 平成 21 年度大山町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 2  議案第 109 号 平成 21 年度大山町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定

について         

日程第 3  議案第 110 号 平成 21 年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入

歳出決算の認定について  

日程第 4  議案第 111 号  平成 21 年度大山町開拓専用水道特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第 5  議案第 112 号  平成 21 年度大山町地域休養施設特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第 6  議案第 113 号 平成 21 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歳入歳出決算の認定について 

日程第 7  議案第 114 号 平成 21 年度大山町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第 8  議案第 115 号 平成 21 年度大山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第 9  議案第 116 号 平成 21 年度大山町国民健康保険診療所特別会計歳入歳出

決算の認定について 

日程第 10 議案第 117 号  平成 21 年度大山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第 11 議案第 118 号  平成 21 年度大山町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第 12 議案第 119 号 平成 21 年度大山町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

日程第 13 議案第 120 号 平成 21 年度大山町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第 14 議案第 121 号 平成 21 年度大山町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第 15 議案第 122 号 平成 21 年度大山町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第 16 議案第 123 号 平成 21 年度大山町風力発電事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第 17 議案第 124 号 平成 21 年度大山町温泉事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第 18 議案第 125 号 平成 21 年度大山町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第 19 議案第 126 号 平成 21 年度大山町情報通信事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第 20 議案第 127 号  平成 21 年度大山町水道事業会計決算の認定について 



日程第 21 議案第 128 号  平成 21 年度大山町索道事業会計決算の認定について 

日程第 22 議案第 100 号  大山町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条

例の制定について 

日程第 23 議案第 101 号 大山町ふるさと基金条例を廃止する条例について 

日程第 24 議案第 102 号 大山町国民健康保険直営診療所施設整備基金条例を廃止す

る条例について 

日程第 25 議案第 103 号 大山町住宅新築資金等貸付事業債償還基金条例を廃止する 

条例について 

日程第 26 議案第 104 号 大山町税条例の一部を改正する条例について 

日程第 27 議案第 105 号 大山町手数料条例の一部を改正する条例について 

日程第 28 議案第 106 号 大山町過疎地域自立促進計画の策定について 

日程第 29 議案第 129 号 平成 22 年度大山町一般会計補正予算（第 3 号） 

日程第 30 議案第 130 号  平成 22 年度大山町地域休養施設特別会計補正予算 

（第 2 号） 

日程第 31 議案第 131 号  平成 22 年度大山町簡易水道事業特別会計補正予算 

（第 1 号） 

日程第 32 議案第 132 号  平成 22 年度大山町国民健康保険特別会計補正予算 

（第 1 号） 

日程第 33 議案第 133 号 平成 22 年度大山町国民健康保険診療所特別会計補正予算 

（第 1 号） 

日程第 34 議案第 134 号 平成 22 年度大山町老人保健特別会計補正予算（第 1 号） 

日程第 35 議案第 135 号 平成 22 年度大山町介護保険特別会計補正予算（第 1 号） 

日程第 36 議案第 136 号 平成 22 年度大山町農業集落排水事業特別会計補正予算 

（第 1 号） 

日程第 37 議案第 137 号 平成 22 年度大山町公共下水道事業特別会計補正予算 

（第 2 号） 

日程第 38 議案第 138 号 平成 22 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 39 議案第 139 号 平成 22 年度大山町温泉事業特別会計補正予算（第 1 号） 

日程第 40 議案第 140 号 平成 22 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 41 議案第 141 号 平成 22 年度大山町索道事業会計補正予算（第 2 号） 

日程第 42 議案第 142 号 大山町営住宅条例の一部を改正する条例について 

日程第 43 議員派遣について 

日程第 44 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 45 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 46 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 47 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（散）会    時    分                           

   

 


