
 

 

平成20年9月定例会(9月17日)議決結果 

件     名 議決結果 備  考 

議案第117号 平成20年度郡山市一般会計補正予算（第２

号） 
原案可決 賛成多数 

議案第118号 平成20年度郡山市国民健康保険特別会計補

正予算（第２号） 
原案可決 全会一致 

議案第119号 平成20年度郡山市後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号） 
原案可決 賛成多数 

議案第120号 平成20年度郡山市介護保険特別会計補正予

算（第１号） 
原案可決 全会一致 

議案第121号 平成20年度郡山市県中都市計画伊賀河原土

地区画整理事業特別会計補正予算（第１号

） 

原案可決 全会一致 

議案第122号 平成20年度郡山市県中都市計画徳定土地区

画整理事業特別会計補正予算（第１号） 
原案可決 全会一致 

議案第123号 平成20年度郡山市県中都市計画大町土地区

画整理事業特別会計補正予算（第１号） 
原案可決 全会一致 

議案第124号 平成20年度郡山市熱海温泉事業特別会計補

正予算（第１号） 
原案可決 全会一致 

議案第125号 平成20年度郡山市母子寡婦福祉資金貸付金

特別会計補正予算（第１号） 
原案可決 全会一致 

議案第126号 平成20年度郡山市多田野財産区特別会計補

正予算（第１号） 
原案可決 全会一致 

議案第127号 平成20年度郡山市河内財産区特別会計補正

予算（第１号） 
原案可決 全会一致 

議案第128号 平成20年度郡山市片平財産区特別会計補正

予算（第１号） 
原案可決 全会一致 

議案第129号 平成20年度郡山市月形財産区特別会計補正

予算（第１号） 
原案可決 全会一致 

議案第130号 平成20年度郡山市舟津財産区特別会計補正

予算（第１号） 
原案可決 全会一致 

議案第131号 平成20年度郡山市舘財産区特別会計補正予

算（第１号） 
原案可決 全会一致 

議案第132号 平成20年度郡山市浜路財産区特別会計補正

予算（第１号） 
原案可決 全会一致 

議案第133号 平成20年度郡山市横沢財産区特別会計補正

予算（第１号） 
原案可決 全会一致 

議案第134号 平成20年度郡山市中野財産区特別会計補正

予算（第１号） 
原案可決 全会一致 

議案第135号 平成20年度郡山市後田財産区特別会計補正

予算（第１号） 
原案可決 全会一致 

議案第136号 公益法人等への郡山市職員の派遣等に関す

る条例の一部を改正する条例 
原案可決 全会一致 

   



    

 

平成20年9月定例会(9月17日)議決結果 

件     名 議決結果 備  考 

議案第137号 郡山市吏員退隠料等給与条例の一部を改正

する条例 
原案可決 全会一致 

議案第138号 郡山市税条例の一部を改正する条例 原案可決 賛成多数 

議案第139号 郡山市営住宅条例の一部を改正する条例 原案可決 全会一致 

議案第140号 郡山市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に

関する条例の一部を改正する条例 
原案可決 全会一致 

議案第141号 郡山市食品衛生法施行条例の一部を改正す

る条例 
原案可決 全会一致 

議案第142号 郡山市下水道条例の一部を改正する条例 原案可決 全会一致 

議案第143号 郡山市図書館条例の一部を改正する条例 原案可決 全会一致 

議案第144号 工事請負契約について 可  決 全会一致 

議案第145号 工事請負契約について 可  決 全会一致 

議案第146号 工事請負契約について 可  決 全会一致 

議案第147号 県中地域水道用水供給企業団規約の変更に

ついて 
可  決 全会一致 

議案第148号 郡山地方土地開発公社定款の変更について 原案可決 全会一致 

議案第149号 郡山市公平委員会委員の選任について 同  意 全会一致 

請願第29号  郡山市土地区画整理組合事業に対する助成

金並びに維持管理を求める請願 
一部採択 全会一致 

請願第30号  郡山市に道の駅誘致を求める請願 採  択 賛成多数 

請願第31号  「子どもの医療費無料年齢の引き上げを求

める」請願 
継続審査  

請願第32号  子どもの医療費無料年齢の引き上げについ

て 
継続審査  
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議案第150号 平成19年度郡山市一般会計歳入歳出決算認

定について 
継続審査  

議案第151号 平成19年度郡山市国民健康保険特別会計歳

入歳出決算認定について 
継続審査  

議案第152号 平成19年度郡山市老人保健特別会計歳入歳

出決算認定について 
継続審査  

議案第153号 平成19年度郡山市介護保険特別会計歳入歳

出決算認定について 
継続審査  

議案第154号 平成19年度郡山市公共用地先行取得事業特

別会計歳入歳出決算認定について 
継続審査  

議案第155号 平成19年度郡山市県中都市計画荒井北井土

地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

継続審査  

議案第156号 平成19年度郡山市県中都市計画富田第一土

地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

継続審査  

議案第157号 平成19年度郡山市県中都市計画中谷地土地

区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

継続審査  

議案第158号 平成19年度郡山市県中都市計画富田第二土

地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

継続審査  

議案第159号 平成19年度郡山市県中都市計画伊賀河原土

地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

継続審査  

議案第160号 平成19年度郡山市県中都市計画徳定土地区

画整理事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

継続審査  

議案第161号 平成19年度郡山市県中都市計画郡山南拠点

土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

継続審査  

議案第162号 平成19年度郡山市県中都市計画片平中ノ目

土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

継続審査  

議案第163号 平成19年度郡山市県中都市計画大町土地区

画整理事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

継続審査  

議案第164号 平成19年度郡山市駐車場事業特別会計歳入

歳出決算認定について 
継続審査  

議案第165号 平成19年度郡山市県中都市計画郡山駅西口

市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

継続審査  
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議案第166号 平成19年度郡山市下水道事業特別会計歳入

歳出決算認定について 
継続審査  

議案第167号 平成19年度郡山市農業集落排水事業特別会

計歳入歳出決算認定について 
継続審査  

議案第168号 平成19年度郡山市総合地方卸売市場特別会

計歳入歳出決算認定について 
継続審査  

議案第169号 平成19年度郡山市流通業務団地開発事業特

別会計歳入歳出決算認定について 
継続審査  

議案第170号 平成19年度郡山市熱海温泉事業特別会計歳

入歳出決算認定について 
継続審査  

議案第171号 平成19年度郡山市母子寡婦福祉資金貸付金

特別会計歳入歳出決算認定について 
継続審査  

議案第172号 平成19年度郡山市湖南簡易水道事業特別会

計歳入歳出決算認定について 
継続審査  

議案第173号 平成19年度郡山市中田簡易水道事業特別会

計歳入歳出決算認定について 
継続審査  

議案第174号 平成19年度郡山市熱海中山簡易水道事業特

別会計歳入歳出決算認定について 
継続審査  

議案第175号 平成19年度郡山市多田野財産区特別会計歳

入歳出決算認定について 
継続審査  

議案第176号 平成19年度郡山市河内財産区特別会計歳入

歳出決算認定について 
継続審査  

議案第177号 平成19年度郡山市片平財産区特別会計歳入

歳出決算認定について 
継続審査  

議案第178号 平成19年度郡山市月形財産区特別会計歳入

歳出決算認定について 
継続審査  

議案第179号 平成19年度郡山市舟津財産区特別会計歳入

歳出決算認定について 
継続審査  

議案第180号 平成19年度郡山市舘財産区特別会計歳入歳

出決算認定について 
継続審査  

議案第181号 平成19年度郡山市浜路財産区特別会計歳入

歳出決算認定について 
継続審査  

議案第182号 平成19年度郡山市横沢財産区特別会計歳入

歳出決算認定について 
継続審査  

議案第183号 平成19年度郡山市中野財産区特別会計歳入

歳出決算認定について 
継続審査  

議案第184号 平成19年度郡山市後田財産区特別会計歳入

歳出決算認定について 
継続審査  

議案第185号 平成19年度郡山市水道事業会計決算認定に

ついて 
継続審査  

議案第186号 平成19年度郡山市工業用水道事業会計決算

認定について 
継続審査  

 


