
議案番号 案                件 議決月日 議決結果

諮問第　３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 11月28日 適任

認第　    ７号 平成１６年度山陽町一般会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　    ８号 平成１６年度赤坂町一般会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　　９号 平成１６年度熊山町一般会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　１０号 平成１６年度吉井町一般会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　１１号 平成１６年度赤磐市一般会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　１２号 平成１６年度山陽町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　１３号 平成１６年度赤坂町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　１４号 平成１６年度熊山町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　１５号 平成１６年度吉井町国民健康保険特別会計・事業勘定歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　１６号 平成１６年度赤磐市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　１７号
平成１６年度吉井町国民健康保険特別会計・直営診療施設勘定歳入歳出決算の認定に
ついて

12月22日 認定

認第　１８号 平成１６年度赤磐市国民健康保険特別会計（診療勘定）歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　１９号 平成１６年度山陽町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　２０号 平成１６年度赤坂町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　２１号 平成１６年度熊山町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　２２号 平成１６年度吉井町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　２３号 平成１６年度赤磐市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　２４号 平成１６年度山陽町墓地事業特別会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定
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議案番号 案                件 議決月日 議決結果

認第　２５号 平成１６年度赤磐市墓地事業特別会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　２６号 平成１６年度吉井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 12月22日 認定

認第　２７号 平成１６年度山陽町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　２８号 平成１６年度赤坂町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　２９号 平成１６年度熊山町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　３０号 平成１６年度吉井町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　３１号 平成１６年度赤磐市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　３２号 平成１６年度山陽町居宅介護支援事業特別会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　３３号
平成１６年度熊山町在宅介護支援センター指定居宅介護支援事業所特別会計歳入歳出
決算の認定について

12月22日 認定

認第　３４号 平成１６年度吉井町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　３５号 平成１６年度赤磐市居宅介護支援事業特別会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　３６号 平成１６年度熊山町訪問看護ステーション事業特別会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　３７号 平成１６年度赤磐市訪問看護ステーション事業特別会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　３８号 平成１６年度熊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 12月22日 認定

認第　３９号 平成１６年度吉井町簡易水道特別会計・城南簡易水道歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　４０号 平成１６年度吉井町簡易水道特別会計・仁堀簡易水道歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　４１号 平成１６年度吉井町簡易水道特別会計・是里簡易水道歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　４２号
平成１６年度吉井町簡易水道特別会計・佐伯北南部簡易水道歳入歳出決算の認定につ
いて

12月22日 認定

認第　４３号 平成１６年度吉井町簡易水道特別会計・簡易水道管理歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　４４号 平成１６年度赤磐市簡易水道特別会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定



議案番号 案                件 議決月日 議決結果

認第　４５号 平成１６年度山陽町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　４６号
平成１６年度熊山町特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい
て

12月22日 認定

認第　４７号
平成１６年度吉井町下水道事業特別会計・特定環境保全公共下水道事業歳入歳出決算
の認定について

12月22日 認定

認第　４８号 平成１６年度熊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 12月22日 認定

認第　４９号
平成１６年度吉井町下水道事業特別会計・農業集落排水事業歳入歳出決算の認定につ
いて

12月22日 認定

認第　５０号 平成１６年度赤磐市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　５１号 平成１６年度赤坂町宅地等造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　５２号 平成１６年度吉井町宅地開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　５３号 平成１６年度赤磐市宅地等開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　５４号 平成１６年度熊山町田原用水特別会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　５５号 平成１６年度赤磐市田原用水特別会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　５６号 平成１６年度吉井町財産区特別会計・周匝財産区歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　５７号 平成１６年度吉井町財産区特別会計・山方財産区歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　５８号 平成１６年度吉井町財産区特別会計・佐伯北財産区歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　５９号 平成１６年度赤磐市財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　６０号 平成１６年度吉井町竜天オートキャンプ場特別会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　６１号 平成１６年度赤磐市竜天オートキャンプ場特別会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　６２号 平成１６年度熊山町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　６３号 平成１６年度吉井町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定

認第　６４号 平成１６年度赤磐市土地取得特別会計歳入歳出決算の認定について 12月22日 認定



議案番号 案                件 議決月日 議決結果

議第　４４号
赤磐市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例（赤磐市
条例第２３５号）

11月28日 可決

議第　４５号
赤磐市長及び助役の給料等に関する条例の一部を改正する条例（赤磐市条例第２３６
号）

11月28日 可決

議第　４６号 赤磐市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（赤磐市条例第２３７号） 11月28日 可決

議第　４７号
赤磐市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を改正す
る条例（赤磐市条例第２３８号）

12月22日 可決

議第　４８号
赤磐市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例（赤磐市条例
第２３９号）

12月22日 可決

議第　４９号 田原用水組合規約の変更について 12月22日 可決

議第　５０号
岡山県市町村税整理組合を組織する市町村数の減少及び岡山県市町村税整理組合規約
の変更について

12月22日 可決

議第　５１号
和気・赤磐共同コンポスト事務組合を組織する組合市町村の数の減少及び和気・赤磐
共同コンポスト事務組合規約の変更について

12月22日 可決

議第　５２号 平成１７年度赤磐市一般会計補正予算（第３号） 12月22日 可決

議第　５３号 平成１７年度赤磐市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 12月22日 可決

議第　５４号 平成１７年度赤磐市老人保健特別会計補正予算（第１号） 12月22日 可決

議第　５５号 平成１７年度赤磐市介護保険特別会計補正予算（第２号） 12月22日 可決

議第　５６号 平成１７年度赤磐市居宅介護支援事業特別会計補正予算（第１号） 12月22日 可決

議第　５７号 平成１７年度赤磐市簡易水道特別会計補正予算（第１号） 12月22日 可決

議第　５８号 平成１７年度赤磐市下水道事業特別会計補正予算（第２号） 12月22日 可決

議第　５９号 平成１７年度赤磐市水道事業会計補正予算（第２号） 12月22日 可決

請願第  ４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」採択をもとめる請願書 12月22日 不採択

請願第  ５号 岡山県地方最低賃金の引き上げと最低賃金制度の抜本的改正を求める請願書 12月22日 不採択

請願第  ６号 サラリーマン増税、消費税の引き上げなど、大増税に反対する請願書 12月22日 不採択

請願第  ７号
最低保障年金制度の確立について、貴議会の意見書を厚生労働大臣へ提出することを
求める請願

12月22日 不採択



議案番号 案                件 議決月日 議決結果

請願第  ８号 指定ゴミ袋の全面有料化に反対する請願 12月22日 不採択

発議第１１号 議会制度改革の早期実現に関する意見書 12月22日 可決

発議第１２号 委員会の閉会中の継続調査及び審査について 12月22日 可決


