
平成２４年第２回（３月）定例会付議事件一覧 
会期 31 日間（2月 28 日～3月 29 日） 

                                                      №１ 
事件番号 件             名 付託委員会 議決年月日 議決結果 

議第 ２号 平成 24 年度宮津市一般会計予算 分 割 付 託 24. 3.29 原案可決 

議第 ３号 平成 24 年度宮津市土地建物造成事業特別会計予算 総務文教委員会 24. 3.29 原案可決 

議第 ４号 平成 24 年度宮津市国民健康保険事業特別会計予算 総務文教委員会 24. 3.29 原案可決 

議第 ５号 平成 24 年度宮津市後期高齢者医療特別会計予算 総務文教委員会 24. 3.29 原案可決 

議第 ６号 平成 24 年度宮津市介護保険事業特別会計予算 産業建設福祉委員会 24. 3.29 原案可決 

議第 ７号 平成 24 年度宮津市介護予防支援事業特別会計予算 産業建設福祉委員会 24. 3.29 原案可決 

議第 ８号 平成 24 年度宮津市簡易水道事業特別会計予算 産業建設福祉委員会 24. 3.29 原案可決 

議第 ９号 平成 24 年度宮津市下水道事業特別会計予算 産業建設福祉委員会 24. 3.29 原案可決 

議第 10 号  平成 24 年度宮津市休日応急診療所事業特別会計予算 産業建設福祉委員会 24. 3.29 原案可決 

議第 11 号  平成 24 年度宮津市上宮津財産区特別会計予算 産業建設福祉委員会 24. 3.29 原案可決 

議第 12 号  平成 24 年度宮津市由良財産区特別会計予算 産業建設福祉委員会 24. 3.29 原案可決 

                                        



 №２ 

事件番号 件             名 付託委員会 議決年月日 議決結果 

議第 13 号  平成 24 年度宮津市栗田財産区特別会計予算 産業建設福祉委員会 24. 3.29 原案可決 

議第 14 号  平成 24 年度宮津市吉津財産区特別会計予算 産業建設福祉委員会 24. 3.29 原案可決 

議第 15 号  平成 24 年度宮津市世屋財産区特別会計予算 産業建設福祉委員会 24. 3.29 原案可決 

議第 16 号  平成 24 年度宮津市養老財産区特別会計予算 産業建設福祉委員会 24. 3.29 原案可決 

議第 17 号  平成 24 年度宮津市日ヶ谷財産区特別会計予算 産業建設福祉委員会 24. 3.29 原案可決 

議第 18 号  平成 24 年度宮津市水道事業会計予算 産業建設福祉委員会 24. 3.29 原案可決 

議第 19 号  財産区管理会委員の選任について 付 託 省 略 24. 2.28 同  意 

議第 20 号  宮津市過疎地域自立促進計画の変更について 総務文教委員会 24. 3.16 原案可決 

議第 21 号   財産の無償譲渡について 産業建設福祉委員会 24. 3.29 原案可決 

議第 22 号 
宮津市の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 
総務文教委員会 24. 3.16 原案可決 

議第 23 号 
宮津市一般職職員の給与に関する条例及び宮津市水道企業職員の給与の

種類及び基準に関する条例の一部改正について 
総務文教委員会 24. 3.16 原案可決 

議第 24 号 宮津市防災会議条例の一部改正について 総務文教委員会 24. 3.16 原案可決 

議第 25 号 宮津市企業立地拡充促進条例の一部改正について 総務文教委員会 24. 3.16 原案可決 



                                                         №３ 

事件番号 件             名 付託委員会 議決年月日 議決結果 

議第 26 号  宮津市行政財産使用料条例の制定について 総務文教委員会 24. 3.16 原案可決 

議第 27 号  宮津市市税条例の一部改正について 総務文教委員会 24. 3.16 原案可決 

議第 28 号  宮津市国民健康保険税条例の一部改正について 総務文教委員会 24. 3.29 原案可決 

議第 29 号  宮津市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例の一部改正について 総務文教委員会 24. 3.16 原案可決 

議第 30 号  宮津市介護保険条例の一部改正について 産業建設福祉委員会 24. 3.29 原案可決 

議第 31 号  宮津市営駐車場条例の一部改正について 産業建設福祉委員会 24. 3.16 原案可決 

議第 32 号  宮津市営住宅等設置及び管理条例の一部改正について 産業建設福祉委員会 24. 3.16 原案可決 

議第 33 号  宮津市立図書館条例の一部改正について 総務文教委員会 24. 3.16 原案可決 

議第 34 号 宮津市立公民館条例の一部改正について 総務文教委員会 24. 3.16 原案可決 

議第 35 号  平成 23 年度宮津市一般会計補正予算（第９号） 分 割 付 託 24. 3.16 原案可決 

議第 36 号   平成 23 年度宮津市土地建物造成事業特別会計補正予算（第２号） 総務文教委員会 24. 3.16 原案可決 

議第 37 号  平成 23 年度宮津市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 総務文教委員会 24. 3.16 原案可決 

 



№４ 

事件番号 件             名 付託委員会 議決年月日 議決結果 

議第 38 号  平成 23 年度宮津市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 産業建設福祉委員会 24. 3.16 原案可決 

議第 39 号 平成 23 年度宮津市下水道事業特別会計補正予算（第３号） 産業建設福祉委員会 24. 3.16 原案可決 

議第 40 号 監査委員の選任について 付 託 省 略 24. 3.29 同  意 

議第 41 号 平成 23 年度宮津市一般会計補正予算（第 10 号） 付 託 省 略 24. 3.29 原案可決 

議第 42 号 平成 23 年度宮津市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 付 託 省 略 24. 3.29 原案可決 

議第 43 号 平成 23 年度宮津市下水道事業特別会計補正予算（第４号） 付 託 省 略 24. 3.29 原案可決 

市議第１号
宮津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につ

いて 
付 託 省 略 24. 3.29 原案可決 

市議第２号 安定した介護保険制度の対策を求める意見書（案） 付 託 省 略 24. 3.29 原案可決 

 
常任委員会、議会運営委員会並びに特別委員会の審査及び調査を閉会中

も継続するの件 
 24. 3.29 可  決 

     

     

     

 


