
平成 31 年第 1 回（3 月）出雲崎町議会 定例会 

議 案 番 号 件           名 議決年月日 議決の結果 

議案第 1 号 
平成 30 年度出雲崎町一般会計補正予算（第 6

号）について 
31.3.8 原案可決 

議案第 2 号 
平成 30 年度出雲崎町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第 4 号）について 
31.3.8 原案可決 

議案第 3 号 
平成 30 年度出雲崎町介護保険事業特別会計補

正予算（第 4 号）について 
31.3.8 原案可決 

議案第 4 号 
平成 30 年度出雲崎町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第 1 号）について 
31.3.8 原案可決 

議案第 5 号 
平成 30 年度出雲崎町簡易水道事業特別会計補

正予算（第 3 号）について 
31.3.8 原案可決 

議案第 6 号 
平成 30 年度出雲崎町農業集落排水事業特別会

計補正予算（第 3 号）について 
31.3.8 原案可決 

議案第 7 号 
平成 30 年度出雲崎町下水道事業特別会計補正

予算（第 3 号）について 
31.3.8 原案可決 

議案第 8 号 
平成 30 年度出雲崎町住宅用地造成事業特別会

計補正予算（第 2 号）について 
31.3.8 原案可決 

議案第 9 号 
出雲崎町空家等対策の推進に関する条例制定に

ついて 
31.3.15 原案可決 

議案第 10 号 

出雲崎町特別職の職員で非常勤の職員の報酬及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

制定について 

31.3.15 原案可決 

議案第 11号 
出雲崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例

の一部を改正する条例制定について 
31.3.15 原案可決 

議案第 12号 
出雲崎町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例制定について 
31.3.15 原案可決 

議案第 13号 
出雲崎町災害弔慰金の支給等に関する条例の一

部を改正する条例制定について 
31.3.15 原案可決 

議案第 14号 
出雲崎町ゲートボール場設置に関する条例の一

部を改正する条例制定について 
31.3.15 原案可決 

議案第 15号 出雲崎町子ども・子育て会議条例制定について 31.3.15 原案可決 

議案第 16 号 出雲崎町森林環境基金条例制定について 31.3.15 原案可決 

議案第 17 号 
出雲崎町新生活支援金支給に関する条例の一部

を改正する条例制定について 
31.3.15 原案可決 

 



 

議 案 番 号 件           名 議決年月日 議決の結果 

議案第 18 号 
出雲崎町営住宅条例の一部を改正する条例制定

について 
31.3.15 原案可決 

議案第 19号 
出雲崎町簡易水道事業給水条例の一部を改正す

る条例制定について 
31.3.15 原案可決 

議案第 20号 新潟県市町村総合事務組合規約の変更について 31.3.8 原案可決 

議案第 21号 
長岡市との間における定住自立圏形成に関する

協定の一部変更について 
31.3.8 原案可決 

議案第 22号 
柏崎市、刈羽村及び出雲崎町の公の施設の相互

利用に関する協定の一部変更について 
31.3.8 原案可決 

議案第 23号 
指定管理者の指定について（井鼻地区コミュニティ消防セ

ンター） 
31.3.8 原案可決 

議案第 24号 
指定管理者の指定について（藤巻地区コミュニティ消防セ

ンター） 
31.3.8 原案可決 

議案第 25号 
指定管理者の指定について（川東地区コミュニティ消防セ

ンター） 
31.3.8 原案可決 

議案第 26号 
指定管理者の指定について（八手地区農村環境改善センタ

ー） 
31.3.8 原案可決 

議案第 27号 
指定管理者の指定について（西越地区農村環境改善センタ

ー） 
31.3.8 原案可決 

議案第 28号 指定管理者の指定について（出雲崎町林産物等販売所） 31.3.8 原案可決 

議案第 29号 指定管理者の指定について（休憩所心月輪） 31.3.8 原案可決 

議案第 30号 指定管理者の指定について（北国街道妻入り会館） 31.3.8 原案可決 

議案第 31号 平成 31 年度出雲崎町一般会計予算について 31.3.15 原案可決 

議案第 32号 
平成 31 年度出雲崎町国民健康保険事業特別会

計予算について 
31.3.15 原案可決 

議案第 33号 
平成 31 年度出雲崎町介護保険事業特別会計予

算について 
31.3.15 原案可決 

議案第 34号 
平成 31 年度出雲崎町後期高齢者医療特別会計

予算について 
31.3.15 原案可決 

議案第 35号 
平成 31 年度出雲崎町簡易水道事業特別会計予

算について 
31.3.15 原案可決 



 

議 案 番 号 件           名 議決年月日 議決の結果 

議案第 36号 
平成 31 年度出雲崎町特定地域生活排水処理事

業特別会計予算について 
31.3.15 原案可決 

議案第 37号 
平成 31 年度出雲崎町農業集落排水事業特別会

計予算について 
31.3.15 原案可決 

議案第 38号 
平成31年度出雲崎町下水道事業特別会計予算に

ついて 
31.3.15 原案可決 

議案第 39 号 
平成 31 年度出雲崎町住宅用地造成事業特別会

計予算について 
31.3.15 原案可決 

議案第 40 号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 31.3.8 原案同意 

陳情第 2 号 

「会計年度任用職員制度施行に伴う臨時・非常

勤職員の地位・待遇改善を求める意見書」提出

を要請する陳情書 

31.3.15 不採択 

陳情第 3 号 
長時間労働もハラスメントもない人間らしい働

き方の実現を求める陳情 
31.3.15 不採択 

陳情第 4 号 
「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求め

る意見書」の採択を求める陳情書 
31.3.15 不採択 

 
総務文教常任委員会の閉会中所管事務調査の件 

・学校教育問題について 
31.3.15 継続調査 

 
社会産業常任委員会の閉会中所管事務調査の件 

・産業と観光問題について 
31.3.15 継続調査 

 

議会運営委員会の閉会中所掌事務調査の件 

・議会の運営に関する事項 

・議長の諮問に関する事項 

31.3.15 継続調査 

 

 


