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件     名 議決結果 備  考 

議案第25号 平成20年度郡山市一般会計予算 原案可決 賛成多数 

議案第26号 平成20年度郡山市国民健康保険特別会計

予算 
原案可決 賛成多数 

議案第27号 平成20年度郡山市老人保健特別会計予算 原案可決 全会一致 

議案第28号 平成20年度郡山市後期高齢者医療特別会

計予算 
原案可決 賛成多数 

議案第29号 平成20年度郡山市介護保険特別会計予算 原案可決 全会一致 

議案第30号 平成20年度郡山市公共用地先行取得事業

特別会計予算 
原案可決 全会一致 

議案第31号 平成20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予算 
原案可決 全会一致 

議案第32号 平成20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予算 
原案可決 全会一致 

議案第33号 平成20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予算 
原案可決 全会一致 

議案第34号 平成20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予算 
原案可決 全会一致 

議案第35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予算 
原案可決 賛成多数 

議案第36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予算 
原案可決 賛成多数 

議案第37号 平成20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予算 
原案可決 全会一致 

議案第38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予算 
原案可決 賛成多数 

議案第39号 平成20年度郡山市駐車場事業特別会計予

算 
原案可決 全会一致 

議案第40号 平成20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予算 
原案可決 全会一致 

議案第41号 平成20年度郡山市総合地方卸売市場特別

会計予算 
原案可決 全会一致 

議案第42号 平成20年度郡山市流通業務団地開発事業

特別会計予算 
原案可決 全会一致 

議案第43号 平成20年度郡山市熱海温泉事業特別会計

予算 
原案可決 全会一致 

議案第44号 平成20年度郡山市母子寡婦福祉資金貸付

金特別会計予算 
原案可決 全会一致 

議案第45号 平成20年度郡山市湖南簡易水道事業特別

会計予算 
原案可決 全会一致 

議案第46号 平成20年度郡山市中田簡易水道事業特別

会計予算 
原案可決 全会一致 

議案第47号 平成20年度郡山市熱海中山簡易水道事業

特別会計予算 
原案可決 全会一致 
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議案第48号 平成20年度郡山市多田野財産区特別会計

予算 
原案可決 全会一致 

議案第49号 平成20年度郡山市河内財産区特別会計予

算 
原案可決 全会一致 

議案第50号 平成20年度郡山市片平財産区特別会計予

算 
原案可決 全会一致 

議案第51号 平成20年度郡山市月形財産区特別会計予

算 
原案可決 全会一致 

議案第52号 平成20年度郡山市舟津財産区特別会計予

算 
原案可決 全会一致 

議案第53号 平成20年度郡山市舘財産区特別会計予算 原案可決 全会一致 

議案第54号 平成20年度郡山市浜路財産区特別会計予

算 
原案可決 全会一致 

議案第55号 平成20年度郡山市横沢財産区特別会計予

算 
原案可決 全会一致 

議案第56号 平成20年度郡山市中野財産区特別会計予

算 
原案可決 全会一致 

議案第57号 平成20年度郡山市後田財産区特別会計予

算 
原案可決 全会一致 

議案第58号 平成20年度郡山市水道事業会計予算 原案可決 全会一致 

議案第59号 平成20年度郡山市工業用水道事業会計予

算 
原案可決 全会一致 

議案第60号 平成20年度郡山市下水道事業会計予算 原案可決 全会一致 

議案第61号 平成20年度郡山市農業集落排水事業会計

予算 
原案可決 全会一致 

議案第62号 行政組織の改編に伴う関係条例の整備に

関する条例 
原案可決 全会一致 

議案第63号 郡山市公告式条例の一部を改正する条例 原案可決 全会一致 

議案第65号 郡山市水防協議会条例の一部を改正する

条例 
原案可決 全会一致 

議案第66号 郡山市議会議員及び郡山市長の選挙にお

ける選挙運動の公営に関する条例 
原案可決 全会一致 

議案第67号 郡山市職員の育児休業等に関する条例等

の一部を改正する条例 
原案可決 全会一致 

議案第68号 出頭人及び参加人の費用弁償額並びに支

給条例の一部を改正する条例 
原案可決 全会一致 

議案第69号 郡山市職員の特殊勤務手当に関する条例

の一部を改正する条例 
原案可決 全会一致 

議案第70号 郡山市行政財産使用料条例の一部を改正

する条例 
原案可決 全会一致 

議案第71号 郡山市消防力整備基金条例 原案可決 全会一致 
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議案第72号 郡山市開成山野球場整備基金条例 原案可決 全会一致 

議案第73号 郡山市片平財産区基金条例の一部を改正

する条例 
原案可決 全会一致 

議案第74号 郡山市手数料条例の一部を改正する条例 原案可決 賛成多数 

議案第75号 郡山市地方社会福祉審議会条例の一部を

改正する条例 
原案可決 全会一致 

議案第76号 郡山市重度心身障害者医療費の助成に関

する条例の一部を改正する条例 
原案可決 賛成多数 

議案第77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78号 郡山市安全で安心なまちづくり条例 原案可決 全会一致 

議案第79号 郡山市休日・夜間急病センター条例の一

部を改正する条例 
原案可決 全会一致 

議案第80号 郡山市病院条例の一部を改正する条例 原案可決 全会一致 

議案第81号 郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環

境美化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82号 郡山市後期高齢者医療に関する条例 原案可決 賛成多数 

議案第83号 郡山市介護保険条例の一部を改正する条

例の一部を改正する条例 
原案可決 全会一致 

議案第84号 郡山市分収造林条例の一部を改正する条

例 
原案可決 全会一致 

議案第85号 県中都市計画事業片平中ノ目土地区画整

理事業施行規程を廃止する条例 
原案可決 全会一致 

議案第86号 郡山市水道事業給水条例の一部を改正す

る条例 
原案可決 全会一致 

議案第87号 郡山市簡易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88号 郡山市立小学校及び中学校条例の一部を

改正する条例 
原案可決 全会一致 

議案第89号 包括外部監査契約について 可  決 全会一致 

議案第90号 福島県市町村総合事務組合を組織する地

方公共団体の数の減少について 
原案可決 全会一致 

議案第91号 福島県市民交通災害共済組合を組織する

地方公共団体の数の増加及び福島県市民

交通災害共済組合規約の変更について 

原案可決 全会一致 

議案第92号 福島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福島県後

期高齢者医療広域連合規約の変更につい

て 

原案可決 賛成多数 

議案第93号 音楽都市宣言に関し議決を求めることに

ついて 
原案可決 全会一致 
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議案第94号 郡山市休日・夜間急病センター条例等の

一部を改正する条例 
原案可決 全会一致 

議案第95号 郡山市副市長の選任について 同  意 全会一致 

議案第96号 郡山市副市長の選任について 同  意 全会一致 

議案第97号 郡山市教育委員会委員の任命について 同  意 全会一致 

諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見

を求めることについて 
同  意 全会一致 

請願第13号 自主共済制度の保険業法の適用除外を求

める意見書の提出を求める請願 
採  択 全会一致 

請願第14号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を

求める意見書の提出について 
採 択  全会一致 

請願第15号 ｢子どもの医療費無料年齢の引き上げを

求める｣請願 
不 採 択 賛成少数 

請願第16号 ｢妊婦健診の第一子からの無料を求める｣

請願 
採  択 全会一致 

請願第17号 保険業法の制度と運用を見直し自主的な

団体の共済の保険業法の適用除外を求め

る請願 

採 択 全会一致 

請願第18号 イージス艦衝突事故の真相究明と再発防

止を求める意見書を政府等に提出するこ

とを求める請願 

不 採 択 賛成少数 

請願第19号 米軍隊員による少女暴行事件の再発防止

および日米地位協定の改定を求める意見

書を政府等に提出する事を求める請願 

不 採 択 賛成少数 

請願第20号 郡山市における子育て支援としての市民

との協働事業｢地域子育て支援拠点事業

（ひろば型）｣の実施を求める請願 

採  択 全会一致 

議会案第13号 自主共済制度の保険業法の適用除外を

求める意見書  
原案可決 全会一致 

議会案第14号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効

を求める意見書 
原案可決 全会一致 

議会案第15号 米軍隊員による暴行事件の再発防止策

に関する意見書 
原案可決 全会一致 

 

 

                      


