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平成１８年第５回日向市議会（定例会）議決状況 

会期 ９月１日～９月２２日（２２日間） 

◆市長提出議案 

種 別 件 数 議決結果 備 考 

専決処分 1 件 承 認  

人事案件 ３件 同 意 ９月１日議決 

条例 ８件 可 決  

事件決議 ２件 可 決  

補正予算 １１件 可 決  

計   ２５ 件 

追加議案（９月２２日） 

種 別 件 数 議決結果 備 考 

事件決議 ２件 可 決  

補正予算 １件 可 決  

決算認定 ２５件 継続審査  

計   ２８ 件 

合計   ５３ 件 

 

◆議員提出議案 
 件 数 議決結果 

意見書 ３件 可 決 

 

◆請願等 
 件数 採 択 不採択 継続審議 趣旨採択 審議未了 取下 

請 願 ２件 １件 １件     

陳 情 ７件 ２件 ３件 １件   １件 

 

◇議案別議決結果 

議案番号 議  案  名 議決結果 
報告第24号 専決処分の承認について 承認（全員一致） 
議案第93号 教育委員会委員の任命について 同意（全員一致） 
議案第94号 公平委員会委員の選任について 同意（全員一致） 
議案第95号 人権擁護委員候補者の推薦について 同意（全員一致） 
議案第96号 日向市個人情報保護条例 可決（全員一致） 
議案第97号 日向市情報公開・個人情報保護審査会条例 可決（全員一致） 
議案第98号 日向市情報公開条例の一部を改正する条例 可決（全員一致） 
議案第99号 日向市立保育所設置条例の一部を改正する条例 可決（全員一致） 
議案第100号 日向市国民健康保険条例の一部を改正する条例 可決（全員一致） 
議案第101号 日向市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例 
可決（全員一致） 

議案第102号 消防組織法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例 可決（全員一致） 
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議案第103号 日向市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の一
部を改正する条例 

可決（全員一致） 

議案第104号 工事請負契約の締結について 可決（全員一致） 
議案第105号 財産の取得について 可決（全員一致） 
議案第106号 平成18年度日向市一般会計補正予算（第２号） 可決（全員一致） 
議案第107号 平成18年度日向市公営住宅事業特別会計補正予算（第1号） 可決（全員一致） 
議案第108号 平成18年度日向市財光寺南第２土地区画整理事業特別会計

補正予算（第1号） 
可決（全員一致） 

議案第109号 平成18年度日向市城山墓園事業特別会計補正予算（第1号） 可決（全員一致） 
議案第110号 平成18年度日向市細島東部住環境整備事業特別会計補正予

算（第1号） 
可決（全員一致） 

議案第111号 平成18年度日向市簡易水道事業特別会計補正予算（第1号） 可決（全員一致） 
議案第112号 平成18年度日向市下水道事業特別会計補正予算（第1号） 可決（全員一致） 
議案第113号 平成18年度日向市農業集落排水事業特別会計補正予算（第1

号） 
可決（全員一致） 

議案第114号 平成18年度日向市国民健康保険事業特別会計補正予算（第2
号） 

可決（全員一致） 

議案第115号 平成18年度日向市介護保険事業特別会計（保険事業勘定）
補正予算（第1号） 

可決（全員一致） 

議案第116号 平成18年度日向市老人保健事業特別会計補正予算（第2号） 可決（全員一致） 
議案第117号 財産の処分について 可決（賛成多数） 
議案第118号 損害賠償額の決定及び和解について 可決（全員一致） 
議案第119号 平成18年度日向市一般会計補正予算（第３号） 可決（全員一致） 
 

◇市長提出認定 

認定第１号 平成17年度東郷町一般会計歳入歳出決算 継続審査(全員一致) 
認定第２号 平成17年度東郷町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 継続審査(全員一致) 
認定第３号 平成17年度東郷町老人保健特別会計歳入歳出決算 継続審査(全員一致) 
認定第４号 平成17年度東郷町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算 継続審査(全員一致) 
認定第５号 平成17年度東郷町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算 継続審査(全員一致) 
認定第６号 平成17年度東郷町介護保険事業特別会計歳入歳出決算 継続審査(全員一致) 
認定第７号 平成17年度東郷町国民健康保険病院事業会計歳入歳出決算 継続審査(全員一致) 
認定第８号 平成17年度日向市一般会計歳入歳出決算 継続審査(全員一致) 
認定第９号 平成17年度日向市公営住宅事業特別会計歳入歳出決算 継続審査(全員一致) 
認定第10号 平成17年度日向市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出

決算 
継続審査(全員一致) 

認定第11号 平成17年度日向市財光寺南土地区画整理事業特別会計歳入歳
出決算 

継続審査(全員一致) 

認定第12号 平成17年度日向市財光寺南第２土地区画整理事業特別会計歳
入歳出決算 

継続審査(全員一致) 

認定第13号 平成17年度日向市城山墓園事業特別会計歳入歳出決算 継続審査(全員一致) 
認定第14号 平成17年度日向市細島東部住環境整備事業特別会計歳入歳出

決算 
継続審査(全員一致) 

認定第15号 平成17年度日向市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算 継続審査(全員一致) 
認定第16号 平成17年度日向市簡易給水施設特別会計歳入歳出決算 継続審査(全員一致) 
認定第17号 平成17年度日向市下水道事業特別会計歳入歳出決算 継続審査(全員一致) 
認定第18号 平成17年度日向市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算 継続審査(全員一致) 
認定第19号 平成17年度日向市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 継続審査(全員一致) 
認定第20号 平成17年度日向市介護保険事業特別会計（保険事業勘定）歳

入歳出決算 
継続審査(全員一致) 
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認定第21号 平成17年度日向市介護保険事業特別会計（介護サービス事業
勘定）歳入歳出決算 

継続審査(全員一致) 

認定第22号 平成17年度日向入郷地域介護認定審査事業特別会計歳入歳出
決算 

継続審査(全員一致) 

認定第23号 平成17年度日向市老人保健事業特別会計歳入歳出決算 継続審査(全員一致) 
認定第24号 平成17年度日向市水道事業会計歳入歳出決算 継続審査(全員一致) 
認定第25号 平成17年度日向市病院事業会計歳入歳出決算 継続審査(全員一致) 

 

 

◇議員提出議案 
第９号 多重債務を未然に防止し消費者保護を図るための意見書 可決（全員一致） 

第 10 号 障害者自立支援制度に配慮を求める意見書 可決（全員一致） 

第 11 号 ＪＲ九州に係る支援策等に関する意見書 可決（全員一致） 

 

◇請願・陳情 

請願第 16 号 「安心して保険でかかれる医療」を求める請願書 不採択（賛成少数） 

請願第 17 号 障害者自立支援法施行に関する請願書 採択（全員一致） 

陳情第 18 号 「最低賃金の引き上げ求める意見書」採択をもとめる陳
情書 

不採択（賛成少数） 

陳情第 19 号 「パートタイム労働者等の均等待遇実現を求める意見
書」採択をもとめる陳情書 

不採択（賛成少数） 

陳情第 20 号 「多重債務を未然に防止し消費者保護を図るための意見
書」提出を求める陳情書 

取り下げ 

陳情第 22 号 中国における法輪功学習者の臓器摘出の実態調査を求め
る陳情 

不採択（全員一致） 

陳情第 23 号 「集配局の廃止再編計画に反対する意見書」採択に関す
る陳情について 

継続審査（全員一致） 

陳情第 24 号 「多重債務を未然に防止し消費者保護を図るための意見
書」提出を求める陳情書 

採択（全員一致） 

陳情第 25 号 国に障害者自立支援制度に配慮を求める意見書の提出を
求める陳情書 

採択（全員一致） 

 


