
５．審議した議案等
　　①町長提出議案等

区
分 議案番号 　　　　件　　　　名 付託先 議決月日 議決結果

諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 即決 3月3日 原案答申

同意第１号 武豊町固定資産評価審査委員会の委員の選任について 即　決 3月3日 同　意

議案第1号 平成２０年度武豊町一般会計補正予算（第８号） 即　決 3月3日 原案可決

議案第2号 平成２０年度武豊町一般会計補正予算（第９号） ３常任 3月3日 原案可決

議案第3号 平成２０年度武豊町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 文教厚生 3月24日 原案可決

議案第4号 平成２０年度武豊町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 文教厚生 3月24日 原案可決
議案第5号

平成２０年度武豊町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１
号）

産業建設 3月24日 原案可決
議案第6号 平成２０年度武豊町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 産業建設 3月24日 原案可決
議案第7号 平成２０年度武豊町水道事業会計補正予算（第２号） 産業建設 3月24日 原案可決
議案第8号 平成２１年度武豊町一般会計予算 ３常任 3月24日 原案可決
議案第9号 平成２１年度武豊町国民健康保険事業特別会計予算 文教厚生 3月24日 原案可決
議案第10号 平成２１年度武豊町老人保健事業特別会計予算 文教厚生 3月24日 原案可決
議案第11号 平成２１年度武豊町後期高齢者医療特別会計予算 文教厚生 3月24日 原案可決
議案第12号 平成２１年度武豊町介護保険事業特別会計予算 文教厚生 3月24日 原案可決
議案第13号 平成２１年度武豊町農業集落排水事業特別会計予算 産業建設 3月24日 原案可決
議案第14号 平成２１年度武豊町下水道事業特別会計予算 産業建設 3月24日 原案可決
議案第15号 平成２１年度武豊町水道事業会計予算 産業建設 3月24日 原案可決

議案第16号 武豊町職員の給与に関する条例の一部改正について 総務企画 3月24日 原案可決

議案第17号 武豊町個人情報保護条例の一部改正について 総務企画 3月24日 原案可決
議案第18号 武豊町介護保険条例の一部改正について 総務企画 3月24日 原案可決
議案第19号 武豊町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定について 文教厚生 3月24日 原案可決
議案第20号 愛知県市町村職員退職手当組合規約の変更について 文教厚生 3月24日 原案可決

議案第21号 玉貫老人憩の家の指定管理者の指定について 3月24日 原案可決

議案第22号 大足老人憩の家の指定管理者の指定について 産業建設 3月24日 原案可決
議案第23号 武豊町高齢者生きがいセンターの指定管理者の指定について 文教厚生 3月24日 原案可決
議案第24号 多賀授産所の指定管理者の指定について 文教厚生 3月24日 原案可決
議案第25号 武豊町デイサービスセンター砂川の指定管理者の指定について 産業建設 3月24日 原案可決
議案第26号 町道の路線廃止について 産業建設 3月24日 原案可決
議案第27号 町道の路線認定について 産業建設 3月24日 原案可決

　 議案第28号 平成２０年度武豊町一般会計補正予算(第１０号)
総務企
画・文教
厚生

3月24日 原案可決

報告第１号
専決処分の報告について「損害賠償の額の決定及び和解につい
て」

同意第2号 武豊町副町長の選任について 即決 5月11日 原案可決

承認第1号
専決処分の承認を求めることについて「平成２１年度武豊町一般
会計補正予算（第１号）」

即決 5月11日 原案可決

承認第2号
専決処分の承認を求めることについて「武豊町税条例の一部を改
正する条例」

即決 5月11日 原案可決

承認第3号
専決処分の承認を求めることについて「武豊町都市計画税条例の
一部を改正する条例」

即決 5月11日 原案可決

承認第4号
専決処分の承認を求めることについて「武豊町国民健康保険税条
例の一部を改正する条例」

即決 5月11日 原案可決

同意第3号 武豊町監査委員の選任について 即決 5月11日 原案可決

同意第4号 武豊町固定資産評価員の選任について 即決 5月27日 原案可決

議案第29号 平成２１年度武豊町老人保健事業特別会計補正予算（第１号） 即決 5月27日 原案可決

議案第30号
武豊町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条
例の一部改正について

即決 5月27日 原案可決

議案第31号 武豊町長、副町長の給与に関する条例の一部改正について 即決 5月27日 原案可決

議案第32号
武豊町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関
する条例の一部改正について

即決 5月27日 原案可決

議案第33号 武豊町職員の給与に関する条例の一部改正について 即決 5月27日 原案可決

　
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
　
　
1
　
　
回
　
　
定
　
　
例
　
　
会

2
臨
時

１
臨
時



区
分 議案番号 　　　　件　　　　名 付託先 議決月日 議決結果

議案第34号 工事請負契約の締結について「緑丘小学校校舎耐震補強工事」 即決 5月27日 原案可決

議案第35号
工事請負契約の締結について「公共下水道工事（１号地第２工
区）」

即決 5月27日 原案可決

報告第２号 平成２０年度武豊町一般会計繰越明許費繰越計算書について

報告第３号
平成２０年度武豊町後期高齢者医療特別会計繰越明許費繰越計算
書について

報告第４号 平成２０年度武豊町水道事業会計継続費繰越計算書について

議案第36号 平成２１年度武豊町一般会計補正予算（第２号） ３常任 6月16日 原案可決

議案第37号
平成２１年度武豊町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１
号）

文教厚生 6月16日 原案可決

議案第38号
武豊町障害福祉サービスセンターの設置及び管理に関する条例の
制定について

文教厚生 6月16日 原案可決

報告第5号
専決処分の報告について「損害賠償の額の決定及び和解の専決処
分について」

議案第39号 平成２１年度武豊町一般会計補正予算（第３号） 即　決 7月7日 原案可決

４
臨
時

議案第40号 平成２１年度武豊町一般会計補正予算（第４号） 即　決 8月4日 原案可決

報告第6号 平成２０年度武豊町一般会計継続費の精算報告について

報告第7号
平成２０年度普通会計健全化判断比率及び公営企業資金不足比率
の報告について

推薦第１号 武豊町農業委員会委員の推薦について 即　決 9月1日 原案可決

議案第41号 平成２１年度武豊町一般会計補正予算（第５号） ３常任 9月24日 原案可決

議案第42号
平成２１年度武豊町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２
号）

文教厚生 9月24日 原案可決

議案第43号 平成２１年度武豊町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 文教厚生 9月24日 原案可決

議案第44号
武豊町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例の一部改正について

総務企画 9月24日 原案可決

議案第45号 武豊町国民健康保険条例の一部改正について 文教厚生 9月24日 原案可決
議案第46号 武豊町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 文教厚生 9月24日 原案可決
議案第47号 武豊町介護保険条例の一部改正について 文教厚生 9月24日 原案可決

議案第48号 武豊町立あおぞら園の設置及び管理に関する条例の制定について 文教厚生 9月24日 原案可決

議案第49号
愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減
少及び規約の変更について

総務企画 9月24日 原案可決

議案第50号
愛知県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減
少及び愛知県後期高齢者医療広域連合規約の変更について

文教厚生 9月24日 原案可決

議案第51号 新たに土地が生じたことの確認について 総務企画 9月24日 原案可決
議案第52号 公有水面の埋立てに伴う字の区域の設定について 総務企画 9月24日 原案可決

議案第53号
工事請負契約の締結について「武豊中学校校舎耐震改築建築工
事」

　文教厚
生

9月24日 原案可決

議案第54号
工事請負契約の締結について「武豊中学校校舎耐震改築機械設備
工事」

　文教厚
生

9月24日 原案可決

議案第55号
工事請負契約の締結について「武豊中学校校舎耐震改築電気設備
工事」

文教厚生 9月24日 原案可決

認定第1号 平成２０年度武豊町一般会計歳入歳出決算認定について ３常任 9月24日 認定

認定第2号
平成２０年度武豊町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定
について

文教厚生 9月24日 認定

認定第3号
平成２０年度武豊町老人保健事業特別会計歳入歳出決算認定につ
いて

文教厚生 9月24日 認定

認定第4号
平成２０年度武豊町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に
ついて

文教厚生 9月24日 認定

認定第5号
平成２０年度武豊町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ
いて

文教厚生 9月24日 認定

認定第6号
平成２０年度武豊町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定
について

産業建設 9月24日 認定

認定第7号
平成２０年度武豊町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい
て

産業建設 9月24日 認定

認定第8号 平成２０年度武豊町水道事業会計決算認定について 産業建設 9月24日 認定
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区
分 議案番号 　　　　件　　　　名 付託先 議決月日 議決結果

報告第８号
専決処分の報告について「損害賠償の額の決定及び和解につい
て」

報告９号
専決処分の報告について「損害賠償の額の決定及び和解の専決処
分について」

承認５号
専決処分の承認を求めることについて｢平成２１年度武豊町一般会
計補正予算（第６号）｣

即　決 11月27日 原案可決

承認６号
専決処分の承認を求めることについて ｢平成２１年度武豊町一般
会計補正予算（第７号）｣

即　決 11月27日 原案可決

承認７号
専決処分の承認を求めることについて ｢平成２１年度武豊町一般
会計補正予算（第８号）｣

即　決 11月27日 原案可決

議案５６号 武豊町職員の給与に関する条例等の一部改正について 即　決 11月27日 原案可決

議案５７号
武豊町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条
例の一部改正について

即　決 11月27日 原案可決

議案５８号 武豊町長、副町長の給与に関する条例の一部改正について 即　決 11月27日 原案可決

議案５９号
武豊町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関
する条例の一部改正について

即　決 11月27日 原案可決

議案６０号 平成２１年度武豊町一般会計補正予算（第９号） ３常任 12月15日 原案可決

議案６１号
平成２１年度武豊町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３
号）

文教厚生 12月15日 原案可決

議案６２号 平成２１年度武豊町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 文教厚生 12月15日 原案可決

議案６３号
平成２１年度武豊町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１
号）

産業建設 12月15日 原案可決

議案６４号 平成２１年度武豊町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 産業建設 12月15日 原案可決

議案６５号 平成２１年度武豊町水道事業会計補正予算（第１号） 産業建設 12月15日 原案可決

議案６６号 武豊町職員の給与に関する条例の一部改正について 総務企画 12月15日 原案可決

議案６７号
武豊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正につい
て

総務企画 12月15日 原案可決

議案６８号 武豊町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 総務企画 12月15日 原案可決

議案６９号
武豊町総合体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正につい
て

文教厚生 12月15日 原案可決

議案７０号 武豊町運動公園の設置及び管理に関する条例の一部改正について 文教厚生 12月15日 原案可決

議案７１号
愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減
少及び規約の変更について

総務企画 12月15日 原案可決

議案７２号
愛知県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減
少及び愛知県後期高齢者医療広域連合規約の変更について

文教厚生 12月15日 原案可決

議案７３号 知多南部広域環境組合の設置について 文教厚生 12月15日 原案可決

議案７４号 常滑武豊衛生組合規約の一部改正について 文教厚生 12月15日 原案可決

議案７５号 武豊町デイサービスセンター砂川の指定管理者の指定について 文教厚生 12月15日 原案可決

議案７６号 多賀授産所の指定管理者の指定について 文教厚生 12月15日 原案可決

報告１０号
専決処分の報告について｢損害賠償の額の決定及び和解の専決処分
について」

報告１１号
専決処分の報告について｢損害賠償の額の決定及び和解の専決処分
について」
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