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    第 １ 号 （12月12日） 

開会宣告                                    ７ 

会議録署名議員の指名                              ７ 

会期の決定について                               ７ 

一般質問                                    ７ 

 福 井 恭 平 君                              ７ 

 服 部   寿 君                             １２ 

 赤 尾 俊 春 君                             １９ 

 浅 井 まゆみ 君                             ２３ 

 飯 田   洋 君                             ２８ 

 川 瀬 厚 美 君                             ３２ 

 堀 田 みつ子 君                             ３４ 

 水 谷 武 博 君                             ４２ 

議案の一括上程について                            ５３ 

報告第13号 平成17年度海津市土地開発基金の運用状況に関する書類の提出について ５３ 

報告第14号 専決処分の報告について                      ５３ 

報告第15号 専決処分の報告について                      ５３ 

報告第16号 専決処分の報告について                      ５３ 

報告第17号 専決処分の報告について                      ５３ 

報告第18号 専決処分の承認を求めることについて 

       平成18年度海津市介護保険特別会計補正予算（第３号）       ５３ 

議案第91号 平成18年度海津市一般会計補正予算（第４号）            ５３ 

議案第92号 平成18年度海津市南濃温泉水晶の湯運営特別会計補正予算（第２号）  ５３ 

議案第93号 平成18年度海津市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）      ５３ 

議案第94号 平成18年度海津市老人保健特別会計補正予算（第１号）        ５３ 

議案第95号 平成18年度海津市介護保険特別会計補正予算（第４号）        ５３ 

議案第96号 平成18年度海津市介護老人福祉施設事業特別会計補正予算（第１号）  ５３ 

議案第97号 平成18年度海津市介護老人福祉施設事業デイサービスセンター特別会計 

補正予算（第１号）                        ５３ 

議案第98号 平成18年度海津市介護老人保健施設事業特別会計補正予算（第１号）  ５３ 

議案第99号 海津市長期継続契約に関する条例の制定について           ５３ 



議案第 100号 海津市斎苑条例の一部を改正する条例について           ５３ 

議案第 101号 海津市都市公園条例の一部を改正する条例について         ５３ 

議案第 102号 海津市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について  ５３ 

議案第 103号 人権尊重の都市宣言について                   ５３ 

議案第 104号 大垣地域広域市町村圏協議会規約の変更に関する協議について    ５３ 

議案第 105号 西南濃粗大廃棄物処理組合規約の一部を改正する規約について    ５３ 

議案第 106号 岐阜県後期高齢者医療広域連合の設置について           ５３ 

議案第 107号 西南濃老人福祉施設事務組合規約の一部を改正する規約について   ５３ 

議案第 108号 南濃衛生施設利用事務組合規約の一部を改正する規約について    ５３ 

認定第５号 平成17年度海津市一般会計決算の認定について            ５３ 

認定第６号 平成17年度海津市海津苑運営特別会計決算の認定について       ５３ 

認定第７号 平成17年度海津市南濃温泉水晶の湯運営特別会計決算の認定について  ５３ 

認定第８号 平成17年度海津市クレール平田運営特別会計決算の認定について    ５３ 

認定第９号 平成17年度海津市月見の里南濃運営特別会計決算の認定について    ５３ 

認定第 1 0号             平成17年度海津市住宅新築資金等貸付事業特別会計決算の認定につい 

て                               ５３ 

認定第 1 1号             平成17年度海津市介護老人保健施設在宅介護支援センター特別会計決 

算の認定について                        ５３ 

認定第12号 平成17年度海津市国民健康保険特別会計決算の認定について      ５３ 

認定第13号 平成17年度海津市老人保健特別会計決算の認定について        ５３ 

認定第14号 平成17年度海津市介護保険特別会計決算の認定について        ５３ 

認定第15号 平成17年度海津市下水道事業特別会計決算の認定について       ５３ 

認定第 1 6号             平成17年度海津市特定環境保全公共下水道事業特別会計決算の認定に 

ついて                             ５３ 

認定第17号 平成17年度海津市農業集落排水事業特別会計決算の認定について    ５３ 

認定第18号 平成17年度海津市簡易水道特別会計決算の認定について        ５３ 

認定第19号 平成17年度海津市駒野奥条入会財産区会計決算の認定について     ５３ 

認定第20号 平成17年度海津市羽沢財産区会計決算の認定について         ５３ 

散会の宣告                                  ８０ 

 

    第 ２ 号 （12月22日） 

開議宣告                                   ８６ 

会議録署名議員の指名                             ８８ 



議案の一括上程について                            ８８ 

議案第91号 平成18年度海津市一般会計補正予算（第４号）            ８８ 

議案第92号 平成18年度海津市南濃温泉水晶の湯運営特別会計補正予算（第２号）  ８８ 

議案第93号 平成18年度海津市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）      ８８ 

議案第94号 平成18年度海津市老人保健特別会計補正予算（第１号）        ８８ 

議案第95号 平成18年度海津市介護保険特別会計補正予算（第４号）        ８８ 

議案第96号 平成18年度海津市介護老人福祉施設事業特別会計補正予算（第１号）  ８８ 

議案第 9 7号             平成18年度海津市介護老人福祉施設事業デイサービスセンター特別会 

計補正予算（第１号）                      ８８ 

議案第98号 平成18年度海津市介護老人保健施設事業特別会計補正予算（第１号）  ８８ 

議案第99号 海津市長期継続契約に関する条例の制定について           ８８ 

議案第 100号 海津市斎苑条例の一部を改正する条例について           ８８ 

議案第 101号 海津市都市公園条例の一部を改正する条例について         ８８ 

議案第 102号 海津市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について  ８８ 

議案第 106号 岐阜県後期高齢者医療広域連合の設置について           ８８ 

議案の一括上程について                            ９６ 

認定第５号 平成17年度海津市一般会計決算の認定について            ９６ 

認定第６号 平成17年度海津市海津苑運営特別会計決算の認定について       ９６ 

認定第７号 平成17年度海津市南濃温泉水晶の湯運営特別会計決算の認定について  ９６ 

認定第８号 平成17年度海津市クレール平田運営特別会計決算の認定について    ９６ 

認定第９号 平成17年度海津市月見の里南濃運営特別会計決算の認定について    ９６ 

認定第 1 0号             平成17年度海津市住宅新築資金等貸付事業特別会計決算の認定につい 

て                               ９６ 

認定第 1 1号             平成17年度海津市介護老人保健施設在宅介護支援センター特別会計決 

算の認定について                        ９６ 

認定第12号 平成17年度海津市国民健康保険特別会計決算の認定について      ９６ 

認定第13号 平成17年度海津市老人保健特別会計決算の認定について        ９６ 

認定第14号 平成17年度海津市介護保険特別会計決算の認定について        ９６ 

認定第15号 平成17年度海津市下水道事業特別会計決算の認定について       ９６ 

認定第 1 6号             平成17年度海津市特定環境保全公共下水道事業特別会計決算の認定に 

ついて                             ９６ 

認定第17号 平成17年度海津市農業集落排水事業特別会計決算の認定について    ９６ 

認定第18号 平成17年度海津市簡易水道特別会計決算の認定について        ９６ 



認定第19号 平成17年度海津市駒野奥条入会財産区会計決算の認定について     ９６ 

認定第20号 平成17年度海津市羽沢財産区会計決算の認定について         ９６ 

議案の上程について                              ９８ 

請願第１号 教育基本法の「改正」に反対し、慎重な審議とゆきとどいた教育の実現 

を求める請願                           ９８ 

議案の上程について                             １００ 

発議第５号 トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書について     １００ 

閉会の宣告                                 １０２ 

 


