
平成21年　告示・公告等一覧
（平成21年1月1日～6月30日）

年月日 件名 担当課

1月4日 稲美町立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 文化課

1月5日 稲美町営住宅家賃滞納整理事務処理要綱 税務課

1月5日 稲美町下水道排水設備指定工事店規則の一部を改正する規則 水道課

1月5日 稲美町決裁規程の一部を改正する規程 総務課

1月13日 水田農業推進協議会総会資料及び議事録の公告について 産業課

1月15日 稲美町緊急支援小規模企業等融資保証料補給金交付要綱の一部を改正する要綱 産業課

1月15日 第１６９回臨時会招集告示 企画課

1月15日 郵便応募型条件付き一般競争入札案件の告示（No.88） 総務課

1月15日 郵便応募型条件付き一般競争入札案件の告示（No.89） 総務課

1月26日 県営土地改良事業計画概要の公告について 産業課

1月27日 稲美町農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱の一部を改正する要綱 産業課

1月27日 稲美町各種事業補助金の種類等に関する規程の一部を改正する規程 産業課

1月29日 稲美町被災建築物応急危険度判定要綱 都市計画課

1月30日 農用地利用集積計画の縦覧 産業課

2月1日 財政事情の公表について 総務課

2月1日 稲美町下水道排水設備指定工事店の公示について 水道課

2月2日 指定給水装置工事事業者の指定について 水道課

2月2日 指定給水装置工事事業者の指定（取消し）について 水道課

2月5日 稲美町指名停止基準の一部を改正する基準 総務課

2月6日 平成20年度介護保険料督促状の公示送達について 健康福祉課

2月18日 第２１３回定例会招集告示 企画課

2月23日 職員安全衛生管理規程の一部を改正する規程 総務課

2月24日 住民票の職権消除に伴う告示について 住民課

2月27日 稲美町事務分掌規則の一部を改正する規則 総務課

2月27日 非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 総務課
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2月27日 職員の給与に関する規則及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 総務課

2月27日 農用地利用集積計画の縦覧公告について 産業課

3月1日 稲美町下水道排水設備指定工事店の公示について 水道課

3月2日 稲美町保育所保育料徴収規則の一部を改正する規則 地域福祉課

3月2日 職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 総務課

3月2日 非常勤の嘱託職員取扱要綱の一部を改正する要綱 総務課

3月2日 稲美町多子世帯保育所保育料軽減事業実施要綱の一部を改正する要綱 地域福祉課

3月2日 稲美町各種事業補助金の種類等に関する規程の一部を改正する規程 地域福祉課

3月2日 稲美町地域整備部事務分掌規程の一部を改正する水道事業所規程 地域福祉課

3月2日 第111回加古郡衛生事務組合議会定例会 加古郡衛生事務組合

3月2日 指定給水装置工事事業者の指定の公示 水道課

3月5日 稲美町定額給付金給付事業実施要綱 企画課

3月5日 稲美町立学校プール管理運営規則等の一部を改正する規則 教育課

3月5日 稲美町立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 文化課

3月5日 稲美町立幼稚園の複数担任制事業の実施に関する要綱の一部を改正する要綱 教育課

3月5日 稲美町学校教職員安全衛生管理規程の一部を改正する規程 教育課

3月5日 稲美町立文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 文化課

3月6日 平成20年度介護保険料督促状の公示送達について 健康福祉課

3月9日 稲美町消防団協力事業所表示制度実施要綱 危機管理課

3月9日 屋外広告物等の除去及び保管について 都市計画課

3月10日 稲美農業振興地域整備計画の変更公告 産業課

3月12日 稲美町子育て支援センター設置要綱 地域福祉課

3月12日 稲美町次世代育成支援対策行動計画策定委員会設置要綱 地域福祉課

3月16日 稲美町郵便応募型条件付き一般競争入札実施要綱の一部を改正する要綱 総務課

3月18日 平成20年度稲美町各会計補正予算 総務課

3月18日 町道の路線の認定について 土木課
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3月18日 稲美町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例 健康福祉課

3月18日 稲美町子育て家庭ショートステイ事業実施要綱の一部を改正する要綱 地域福祉課

3月18日 稲美町下水道排水設備指定工事店の告示 水道課

3月18日 稲美町下水道排水設備指定工事店の告示 水道課

3月18日 指定給水装置工事事業者の指定の公示 水道課

3月18日 指定給水装置工事事業者の指定の公示 水道課

3月23日 稲美町雇用創出補助金交付要綱 産業課

3月23日 稲美町子育て応援特別手当支給事業実施要綱 地域福祉課

3月24日
稲美町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定
等に関する規則の一部を改正する規則

健康福祉課

3月26日 技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則 総務課

3月26日 職員の任免等に関する規則の一部を改正する規則 総務課

3月26日 職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 総務課

3月26日 稲美町職員服務規程の一部を改正する規程 総務課

3月27日 稲美町自治会集会所整備事業補助要綱の一部を改正する要綱 総務課

3月27日 職員の個別の退職の勧奨に関する要綱の一部を改正する要綱 総務課

3月27日 稲美町事務改善措置実施要領 企画課

3月30日
職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す
る条例

総務課

3月30日
特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務
条件に関する条例の一部を改正する条例

総務課

3月30日 稲美町老人福祉医療費助成条例等の一部を改正する条例 地域福祉課

3月30日 稲美町公告式条例の一部を改正する条例 企画課

3月30日 稲美町個人情報保護条例の一部を改正する条例 企画課

3月30日 小集落地区改良住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 土木課

3月30日 稲美町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 税務課

3月30日 稲美町介護保険条例の一部を改正する条例 健康福祉課

3月30日 稲美町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 土木課

3月30日 稲美町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 生涯学習課
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3月30日 兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約 総務課

3月30日 平成21年度稲美町各会計予算 総務課

3月30日 稲美町自治会掲示板設置等補助金交付要綱 企画課

3月31日 平成21年度固定資産の価格等の登録並びに公示について 税務課

3月31日 町道路線の認定に関する告示 土木課

3月31日 町道路線の供用開始に関する告示 土木課

3月31日 稲美町外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱の一部を改正する要綱 住民課

3月31日 稲美町外国籍障害者等福祉給付金支給要綱の一部を改正する要綱 住民課

3月31日 稲美町障害者小規模通所援護事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱 健康福祉課

3月31日 稲美町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 税務課

3月31日 稲美町税条例等の一部を改正する条例 税務課

3月31日 稲美町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 教育課

3月31日 稲美町立幼稚園の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 教育課

3月31日 稲美町教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則 教育課

3月31日 稲美町少年善行賞表彰規程の一部を改正する規程 教育課

3月31日 招致外国人青年就業規則の一部を改正する規則 教育課

3月31日 稲美町就学指導委員会条例施行規則 教育課

3月31日 稲美町立学校行事参加補助金要綱 教育課

3月31日 稲美町特別支援教育就学奨励費交付要綱 教育課

3月31日 平成18･19年度国民健康保険税に伴う交付要求通知書の公示送達について 税務課

4月1日 公共下水道の供用開始に関する公示について 水道課

4月1日 下水道事業受益者負担金の賦課対象区域に関する公示について 水道課

4月1日 平成21年度土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧公示について 税務課

4月1日 稲美町移動支援事業実施要綱の一部を改正する要綱 健康福祉課

4月1日 稲美町日中一時支援事業実施要綱の一部を改正する要綱 健康福祉課

4月1日 稲美町一般廃棄物処理計画の告示について 生活環境課
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4月1日 稲美町田園集落まちづくり支援事業実施要綱 都市計画課

4月1日 稲美町こんにちは赤ちゃん事業実施要綱 地域福祉課

4月1日 平成21年度予防接種実施公告 健康福祉課

4月1日 農用地利用集積計画の告示について 産業課

4月3日 平成20年度介護保険料督促状の公示送達について 健康福祉課

4月6日 平成21年度稲美町下水道事業受益者申告書にかかる公示送達について 水道課

4月7日 水田農業推進協議会開催の告示について 産業課

4月10日 平成21年度の目標及びその達成に向けた活動計画(案)に係る公告について 農業委員会

4月28日 水田農業推進協議会総会資料及び議事録の公告について 産業課

4月30日 平成20年度固定資産税・都市計画税督促状の公示送達について 税務課

4月30日 平成20年度町県民税督促状の公示送達について 税務課

4月30日 平成20年度国民健康保険税督促状の公示送達について 税務課

4月30日 稲美町スポーツ施設指定管理者の候補者選定委員会設置要綱 生涯学習課

4月30日 稲美町教育振興基本計画策定委員会設置要綱 教育課

4月30日 稲美町給食調理員服務規程 教育課

4月30日 稲美町教育委員会職員服務規程 教育課

4月30日 稲美町教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する教委規則 教育課

5月1日 稲美町新型インフルエンザ対策本部設置要綱 危機管理課

5月1日 稲美町庁内環境委員会設置要綱の一部を改正する要綱 総務課

5月1日 第59回加古郡衛生事務組合議会臨時会 加古郡衛生事務組合

5月1日 農用地利用集積計画の公告について 産業課

5月1日 郵便応募型条件付き一般競争入札案件の選定及び公告について 総務課

5月1日 郵便応募型条件付き一般競争入札案件の選定及び公告について 総務課

5月7日 稲美町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度実施要綱の一部を改正する要綱 健康福祉課

5月7日 稲美町訪問介護等利用者負担額補助金交付要綱の一部を改正する要綱 健康福祉課

5月8日 認可を受けた地縁による団体の告示事項の変更について 企画課

5月8日 差押調書(謄本)の公示送達について 税務課

5月19日 稲美町事務分掌規則の一部を改正する規則 総務課

5月19日 県営土地改良事業計画変更に伴う公告について 産業課

5月21日 第１７０回臨時会招集告示 企画課
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5月22日 稲美町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 教育課

5月22日 稲美町教育委員会教育長の職務を代行する職員を定める規則 教育課

5月27日 稲美町基本計画策定委員会設置要綱の一部を改正する要綱 企画課

5月28日 稲美町各種事業補助金の種類等に関する規程の一部を改正する規程 都市計画課

5月29日 平成20年度稲美町各会計補正予算 総務課

5月29日 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 総務課

5月29日 非常勤の嘱託職員取扱要綱の一部を改正する要綱 総務課

6月1日 第２１４回定例会招集告示 企画課

6月1日 農用地利用集積計画の公告について 産業課

6月1日 平成21年度稲美町下水道事業受益者負担金にかかる公示送達について 水道課

6月1日 公募型プロポーザルについて 企画課

6月1日 郵便応募型条件付一般競争入札案件の選定及び公告について(六分一地区下水道築造工事) 総務課

6月1日
郵便応募型条件付一般競争入札案件の選定及び公告について(母里福祉会館公共下水道接
続工事)

総務課

6月1日
郵便応募型条件付一般競争入札案件の選定及び公告について(国安区画整理地区下水道築
造工事)

総務課

6月1日
郵便応募型条件付一般競争入札案件の選定及び公告について(国岡西部区画整理地区下水
道築造工事)

総務課

6月1日
郵便応募型条件付一般競争入札案件の選定及び公告について(国岡西部区画整理地区下水
道築造工事)

総務課

6月1日
郵便応募型条件付一般競争入札案件の選定及び公告について(国安区画整理地区下水道築
造工事)

総務課

6月1日
郵便応募型条件付一般競争入札案件の選定及び公告について(国安区画整理地区下水道築
造工事)

総務課

6月1日 指定給水装置工事事業者の指定について 水道課

6月1日 下水道排水設備指定工事店の指定及び責任技術者の登録について 水道課

6月5日 稲美町特定健康診査等実施要綱の一部を改正する要綱 健康福祉課

6月5日 稲美町プレミアム付商品券発行事業実施要綱 産業課

6月11日 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 地域福祉課

6月11日 固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて 企画課

6月15日 屋外広告物等の除却及び保管について 都市計画課

6月19日 平成21年度軽自動車税納税通知書の公示送達について 税務課

6月19日 平成21年度固定資産税納税通知書の公示送達について 税務課

6月23日 稲美町要保護児童対策地域協議会設置要綱の一部を改正する要綱 地域福祉課

6月23日 稲美町特別融資制度推進会議設置要領の一部を改正する要領 産業課

6月26日 平成21年度稲美町各会計補正予算 総務課
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6月26日 稲美町清掃センター施設改修工事請負契約の締結について 生活環境課

6月26日
指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定につい
て

健康福祉課
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