
平成26年　告示・公告等一覧
(平成26年1月1日～6月30日)

年月日 件名 担当課

平成26年1月7日 平成25年度国民健康保険税督促状の公示送達 税務課

平成26年1月21日
稲美町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要
綱

住民課

平成26年1月23日 平成25年度町県民税・普通徴収督促状の公示送達 税務課

平成26年1月23日 平成25年度国民健康保険税督促状の公示送達 税務課

平成26年1月23日 平成25年度後期高齢者医療保険料督促状の公示送達 税務課

平成26年1月28日 平成25年度国民健康保険税督促状の公示送達 税務課

平成26年1月28日 平成25年度後期高齢者医療保険料督促状の公示送達 税務課

平成26年1月31日 農用地利用集積計画の公告 産業課

平成26年2月1日 財政事情の公表 総務課

平成26年2月5日 稲美町水道事業会計規程 水道課

平成26年2月7日 第233回稲美町定例会招集告示 企画課

平成26年2月12日 平成25年度固定資産税・都市計画税督促状の公示送達 税務課

平成26年2月12日 平成25年度国民健康保険税督促状の公示送達 税務課

平成26年2月12日 平成25年度後期高齢者医療保険料督促状の公示送達 税務課

平成26年2月26日 抑留犬の公示 生活環境課

平成26年3月11日 平成25年度稲美町各会計補正予算 総務課

平成26年3月11日 指定給水装置工事事業者の指定の公示 水道課

平成26年3月12日
土地収用法に基づく裁決申請書及びその添付書類並びに明
渡裁決申立書の縦覧について

土木課

平成26年3月13日
稲美町水道事業指定給水装置工事事業者規程の一部を改正
する規程

水道課

平成26年3月13日
地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉
施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に
伴う関係要綱の整理に関する要綱

健康福祉課

平成26年3月17日 平成25年度町県民税・普通徴収督促状の公示送達 税務課
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平成26年　告示・公告等一覧
(平成26年1月1日～6月30日)

年月日 件名 担当課

平成26年3月17日 平成25年度国民健康保険税督促状の公示送達 税務課

平成26年3月20日 職員の再任用に関する条例 総務課

平成26年3月20日
職員の再任用に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に
関する条例

総務課

平成26年3月20日
稲美町老人福祉医療費助成条例及び稲美町重度障害者・母
子家庭等福祉医療費助成条例の一部を改正する条例

地域福祉課

平成26年3月20日 稲美町青少年問題協議会条例の一部を改正する条例 生涯学習課

平成26年3月20日 稲美町乳幼児等福祉医療費助成条例の一部を改正する条例 地域福祉課

平成26年3月20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

平成26年3月20日
稲美町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条
例の一部を改正する条例

危機管理課

平成26年3月20日
稲美町放課後児童クラブ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

平成26年3月20日 稲美町社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例 生涯学習課

平成26年3月20日 稲美町立憩いの館の指定管理者の指定について 生涯学習課

平成26年3月20日 平成26年度稲美町各会計予算 総務課

平成26年3月20日
稲美町立憩いの館の管理運営に関する規則の一部を改正す
る規則

生涯学習課

平成26年3月20日
稲美町プレミアム付商品券発行事業実施要綱の一部を改正
する要綱

産業課

平成26年3月20日 稲美町地域公共交通会議設置要綱の一部を改正する要綱 企画課

平成26年3月20日 稲美町住宅耐震等補助金交付要綱 都市計画課

平成26年3月20日
稲美町住宅リフォーム補助金交付要綱の一部を改正する要
綱

産業課

平成26年3月20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

健康福祉課

平成26年3月20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

平成26年3月20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

危機管理課

平成26年3月25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

平成26年3月27日
稲美町固定資産税課税誤りによる返還金支払要綱の一部を
改正する要綱

税務課
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平成26年　告示・公告等一覧
(平成26年1月1日～6月30日)

年月日 件名 担当課

平成26年3月27日
稲美町簡易耐震診断推進事業実施要綱の一部を改正する要
綱

都市計画課

平成26年3月28日 財務規則の一部を改正する規則 総務課

平成26年3月31日 町道路線の廃止に関する告示 土木課

平成26年3月31日 町道路線の供用廃止に関する告示 土木課

平成26年3月31日 町道路線の認定に関する告示 土木課

平成26年3月31日 町道路線の供用開始に関する告示 土木課

平成26年3月31日 都市公園の開設公告 都市計画課

平成26年3月31日 平成26年度固定資産の価格等の登録についての公示 税務課

平成26年3月31日 職員の再任用に関する規則 総務課

平成26年3月31日
職員の再任用に関する規則の施行に伴う関係規則の整備に
関する規則

総務課

平成26年3月31日 企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程 総務課

平成26年3月31日 稲美町地域ケア会議設置運営要綱の一部を改正する要綱 健康福祉課

平成26年3月31日 稲美町補装具費の支給に関する要綱 健康福祉課

平成26年3月31日 稲美町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱 健康福祉課

平成26年3月31日 稲美町重度障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱 健康福祉課

平成26年3月31日 稲美町税条例等の一部を改正する条例 税務課

平成26年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

平成26年3月31日 農用地利用集積計画の公告 産業課

平成26年3月31日 所有者不明動物の公示 生活環境課

平成26年4月1日
平成26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

平成26年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 水道課

平成26年4月1日 公共下水道の供用開始に関する公示 水道課
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平成26年　告示・公告等一覧
(平成26年1月1日～6月30日)

年月日 件名 担当課

平成26年4月1日 都市公園の開設公告 都市計画課

平成26年4月1日 平成26年度稲美町一般廃棄物処理計画書 生活環境課

平成26年4月1日 屋外広告物等の除却及び保管について 都市計画課

平成26年4月1日 平成26年度予防接種実施公告 健康福祉課

平成26年4月4日 平成25年度国民健康保険税納税通知書の公示送達 税務課

平成26年4月6日 所有者不明動物の公示 生活環境課

平成26年4月16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

平成26年4月16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

平成26年4月18日 平成25年度固定資産税・都市計画税督促状の公示送達 税務課

平成26年4月18日 平成25年度後期高齢者医療保険料督促状の公示送達 税務課

平成26年4月18日 平成25年度国民健康保険税督促状の公示送達 税務課

平成26年4月21日 所有者不明動物の公示 生活環境課

平成26年4月30日 農用地利用集積計画の公告 産業課

平成26年5月8日 稲美町風しん予防接種費用助成要綱を廃止する要綱 健康福祉課

平成26年5月8日 稲美町予防接種事故災害補償規程の一部を改正する規程 健康福祉課

平成26年5月9日
稲美町次世代育成支援対策行動計画推進協議会設置要綱の
一部を改正する要綱

地域福祉課

平成26年5月9日 稲美町総合災害補償規程の一部を改正する規程 総務課

平成26年5月9日 所有者不明動物の公示 生活環境課

平成26年5月30日 第234回稲美町定例会招集告示 企画課

平成26年5月30日 稲美町臨時福祉給付金給付事業実施要綱 地域福祉課

平成26年5月30日 稲美町子育て世帯臨時特例給付金給付事業実施要綱 地域福祉課

平成26年5月30日 農用地利用集積計画の公告 産業課

4



平成26年　告示・公告等一覧
(平成26年1月1日～6月30日)

年月日 件名 担当課

平成26年6月2日 住民票の職権消除に伴う告示 住民課

平成26年6月2日 稲美農業振興地域整備計画の変更公告 産業課

平成26年6月5日 稲美町新規バス路線開設事業補助金交付要綱 企画課

平成26年6月5日
平成26年度稲美町バスロケーションシステム導入補助金交
付要綱

企画課

平成26年6月10日 告示事項の変更（草谷自治会） 企画課

平成26年6月10日 告示事項の変更（幸竹自治会） 企画課

平成26年6月10日 告示事項の変更（六軒屋自治会） 企画課

平成26年6月10日 告示事項の変更（北山自治会） 企画課

平成26年6月18日 稲美町職員採用候補者試験公告 総務課

平成26年6月20日 平成26年度固定資産税・都市計画税納税通知書の公示送達 税務課

平成26年6月20日 平成26年度軽自動車税納税通知書の公示送達 税務課

平成26年6月26日
稲美町重度障害者・母子家庭等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

平成26年6月26日 平成25年度稲美町各会計予算 総務課

平成26年6月26日 平成26年度稲美町一般会計補正予算 総務課

平成26年6月30日
稲美町寝具乾燥・洗濯サービス事業実施要綱の一部を改正
する要綱

健康福祉課

平成26年6月30日 農用地利用集積計画の公告 産業課
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