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議案第３８号 平成２３年度壱岐市介護保険事業特別会計予算 ……………… ２９７

議案第３９号 平成２３年度壱岐市簡易水道事業特別会計予算 ……………… ２９８

議案第４０号 平成２３年度壱岐市下水道事業特別会計予算 ………………… ２９８

議案第４１号 平成２３年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計予算 … ２９８

議案第４２号 平成２３年度壱岐市三島航路事業特別会計予算 ……………… ２９９

議案第４３号 平成２３年度壱岐市農業機械銀行特別会計予算 ……………… ２９９

議案第４４号 平成２３年度壱岐市病院事業会計予算 ………………………… ２９９

議案第４５号 平成２３年度壱岐市水道事業会計予算 ………………………… ２９９

議案第４６号 一般廃棄物最終処分場（本体）建設工事請負契約の変更につい
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て …………………………………………………………………… ３００

議員提出議案の審議（説明、質疑、委員会付託省略、討論、採決）

発議第１号 壱岐市議会委員会条例の一部改正について ……………………… ３００

発議第２号 議会改革検討特別委員会の設置に関する決議について ………… ３０１

発議第３号 原子力発電所の更なる安全性の確保を求めるための意見書の提出

について ……………………………………………………………… ３０３

市長提出追加議案の審議（説明、質疑、委員会付託省略、討論、採決）

同意第１号 壱岐市教育委員会委員の任命について …………………………… ３０４

諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について ……………………………… ３０５

諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について ……………………………… ３０５

委員会の閉会中の継続審査及び継続調査申し出の件 ………………………………… ３０６

市長の挨拶 ………………………………………………………………………………… ３０７

閉 会 ……………………………………………………………………………………… ３０９

資料

閉会中委員会継続審査及び調査申し出の件 ……………………………………… ３１１


