
令和2年　告示・公告等一覧
(令和2年1月1日～6月30日)

年月日 件名 担当課

令和2年1月14日 公示送達書(差押調書(謄本)) 税務課

令和2年1月21日 指定給水装置工事事業者の指定の公示 水道課

令和2年1月21日 稲美町下水道排水設備指定工事店の指定の公示 水道課

令和2年1月24日 公示送達書(差押調書(謄本)) 税務課

令和2年1月24日 公示送達書(介護保険料督促状・催告書) 健康福祉課

令和2年1月28日 都市計画決定(町決定)の告示および関係図書の縦覧等について 都市計画課

令和2年1月31日 農用地利用集積計画の公告 産業課

令和2年2月6日 第257回稲美町定例会招集告示 企画課

令和2年2月6日 稲美町固定資産評価審査委員会規程の一部を改正する固資委規程 企画課

令和2年2月12日 稲美町感染症対策本部設置要綱の一部を改正する要綱 健康福祉課

令和2年2月12日 稲美町未熟児養育医療給付等規則の一部を改正する規則 こども課

令和2年2月12日 公示送達書(軽自動車税督促状) 税務課

令和2年2月19日
企業職員の旅費及び勤務条件に関する規程の一部を改正する上下
水道事業管理規程

水道課

令和2年2月19日
稲美町水道事業資金管理及び運用に関する取扱要領の一部を改正
する上下水道事業管理要領

水道課

令和2年2月19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

令和2年2月20日 稲美町会計年度任用職員の給与に関する規則 総務課

令和2年2月20日 稲美町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則 総務課

令和2年2月21日 稲美町下水道排水設備指定工事店の指定の公示 水道課

令和2年2月25日 財務規則の一部を改正する規則 総務課

令和2年2月25日 公示送達書(介護保険料督促状) 健康福祉課

令和2年2月28日 公示送達書(配当計算書（謄本）・充当通知書) 税務課

令和2年2月28日 農用地利用集積計画の公告 産業課
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令和2年　告示・公告等一覧
(令和2年1月1日～6月30日)

年月日 件名 担当課

令和2年3月2日 稲美町国民保護協議会運営要綱の一部を改正する要綱 危機管理課

令和2年3月6日
稲美町下水道条例施行規程の一部を改正する上下水道事業管理規
程

水道課

令和2年3月6日
稲美町農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規程の一部
を改正する上下水道事業管理規程

水道課

令和2年3月6日
企業職員の給与に関する規程の一部を改正する上下水道事業管理
規程

水道課

令和2年3月9日 稲美町高齢重度障害者医療費助成要綱の一部を改正する要綱 地域福祉課

令和2年3月10日 下水道排水設備指定工事店証 水道課

令和2年3月10日 第143回加古郡衛生事務組合議会定例会招集告示
加古郡衛生事
務組合

令和2年3月12日 令和元年度稲美町各会計補正予算 総務課

令和2年3月12日
稲美町高齢期移行者福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の
制定について

地域福祉課

令和2年3月12日
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
する条例の制定について

地域福祉課

令和2年3月12日
稲美町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部
を改正する条例の制定について

都市計画課

令和2年3月12日 稲美町結婚新生活支援補助金交付要綱の一部を改正する要綱 企画課

令和2年3月13日 申告期限の延長の公示 税務課

令和2年3月16日 屋外広告物等の除去及び保管について 都市計画課

令和2年3月17日
稲美町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める
金額を定める規則の一部を改正する規則

危機管理課

令和2年3月17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

令和2年3月17日 稲美農業振興地地域整備計画変更案 産業課

令和2年3月19日 土地改良区総代会開催の公告 産業課

令和2年3月19日
県費負担教育職員の業務の量の適切な管理に関する措置等を定め
る規則

教育課

令和2年3月23日
稲美町重度障害者(児)福祉タクシー事業実施要綱の一部を改正す
る要綱

地域福祉課

令和2年3月23日 稲美町職員服務規程の一部を改正する規程 総務課

令和2年3月23日 稲美町長等の損害賠償責任の一部免責を定める条例 総務課
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令和2年　告示・公告等一覧
(令和2年1月1日～6月30日)

年月日 件名 担当課

令和2年3月23日 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 総務課

令和2年3月23日
非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条
例

総務課

令和2年3月23日 稲美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 生活環境課

令和2年3月23日
稲美町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改
正する条例

水道課

令和2年3月23日 稲美町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 企画課

令和2年3月23日 令和2年度稲美町各会計予算 総務課

令和2年3月23日 令和元年度稲美町一般会計補正予算(第7号) 総務課

令和2年3月23日
稲美町各種事業補助金の種類等に関する規定の一部を改正する規
程

産業課

令和2年3月23日 稲美町移住定住支援補助金交付要綱の一部を改正する要綱 都市計画課

令和2年3月23日 岡土地改良区役員就任の公告 産業課

令和2年3月24日
稲美町勤労者住宅資金融資あっせん及び保証料補給金交付要綱の
一部を改正する要綱

産業課

令和2年3月26日
稲美町各種事業補助金の種類等に関する規定の一部を改正する規
程

都市計画課

令和2年3月30日 差押動産の公売公告 税務課

令和2年3月30日 公示送達書(介護保険料第7期督促状) 健康福祉課

令和2年3月31日
稲美町国民健康保険人間ドック施設利用助成規則の一部を改正す
る規則

住民課

令和2年3月31日 稲美町介護保険規則の一部を改正する規則 健康福祉課

令和2年3月31日
稲美町高齢者優待利用券等交付事業実施要綱の一部を改正する要
綱

健康福祉課

令和2年3月31日 稲美町高齢者用肺炎球菌ワクチン助成要綱の一部を改正する要綱 健康福祉課

令和2年3月31日 稲美町社会福祉施設等整備補助金交付要綱の一部を改正する要綱 健康福祉課

令和2年3月31日 稲美町廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部を改正する規則 生活環境課

令和2年3月31日
稲美町新型インフルエンザ等対策本部設置要綱の一部を改正する
要綱

危機管理課

令和2年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
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令和2年　告示・公告等一覧
(令和2年1月1日～6月30日)

年月日 件名 担当課

令和2年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

令和2年3月31日 稲美町いなみっこステーション事業実施要綱 こども課

令和2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

令和2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

令和2年3月31日 稲美町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 危機管理課

令和2年3月31日 農用地利用集積計画の公告 産業課

令和2年3月31日 令和2年度固定資産の価格等の登録及び告示について 税務課

令和2年3月31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上
下水道事業管理規程

水道課

令和2年3月31日
稲美町下水道排水設備指定工事店規程の一部を改正する上下水道
事業管理規程

水道課

令和2年3月31日
令和2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告示
について

税務課

令和2年3月31日 高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種実施公告 健康福祉課

令和2年3月31日 令和2年度予防接種実施公告 健康福祉課

令和2年4月1日 稲美町骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成事業実施要綱 こども課

令和2年4月1日 稲美町子育て支援拠点施設等運営連絡協議会設置要綱 こども課

令和2年4月1日
ふるさと納税に係る収入事務受給者の指定(株式会社トラストバン
ク)

企画課

令和2年4月1日 ふるさと納税に係る収入事務受給者の指定(楽天株式会社) 企画課

令和2年4月1日
ふるさと納税に係る収入事務受給者の指定(株式会社アイモバイ
ル)

企画課

令和2年4月1日 ふるさと納税に係る収入事務受給者の指定(全日空事株式会社) 企画課

令和2年4月1日 ふるさと納税に係る収入事務受給者の指定(株式会社さとふる) 企画課

令和2年4月1日
ふるさと納税に係る指定代理納入者の指定(株式会社トラストバン
ク)

企画課

令和2年4月1日
ふるさと納税に係る指定代理納入者の指定(GMOペイメントゲート
ウェイ株式会社)

企画課

令和2年4月1日 ふるさと納税に係る指定代理納入者の指定(ヤフー株式会社) 企画課
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令和2年　告示・公告等一覧
(令和2年1月1日～6月30日)

年月日 件名 担当課

令和2年4月1日 ふるさと納税に係る指定代理納入者の指定(楽天株式会社) 企画課

令和2年4月1日
ふるさと納税に係る指定代理納入者の指定(ソフトバンクペイメン
トサービス株式会社)

企画課

令和2年4月1日 稲美町一般廃棄物処理計画の告示 生活環境課

令和2年4月1日 稲美町空き家活用支援事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱 都市計画課

令和2年4月1日
稲美町６次産業化ネットワーク構築事業補助金交付要綱の一部を
改正する要綱

産業課

令和2年4月1日 稲美町６次産業化推進事業補助金交付要綱 産業課

令和2年4月1日 稲美町保育士確保事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱 こども課

令和2年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 地域福祉課

令和2年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 地域福祉課

令和2年4月1日
稲美町営住宅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

土木課

令和2年4月1日
稲美町営住宅建替事業の施行に伴う移転費等に関する要綱の一部
を改正する要綱

土木課

令和2年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

令和2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について 水道課

令和2年4月1日 稲美町下水道排水設備指定工事店の公示 水道課

令和2年4月1日 稲美町下水道排水設備指定工事店の公示（取消） 水道課

令和2年4月1日 稲美町下水道排水設備指定工事店の公示（取消） 水道課

令和2年4月1日 稲美町下水道排水設備指定工事店の公示（取消） 水道課

令和2年4月1日 公示送達書(町県民税) 税務課

令和2年4月1日 稲美町監査基準の公表 議会事務局

令和2年4月10日 指定給水装置工事事業者休止届出書 水道課

令和2年4月15日 稲美町使用料及び手数料検討委員会設置要綱 出納室

令和2年4月15日 指定給水装置工事事業者の指定の公示 水道課
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令和2年　告示・公告等一覧
(令和2年1月1日～6月30日)

年月日 件名 担当課

令和2年4月15日 指定給水装置工事事業者の指定の公示 水道課

令和2年4月16日 稲美町教育委員会事務分掌規則の一部を改定する規則 教育課

令和2年4月20日 指定給水装置工事事業者の指定の公示 水道課

令和2年4月28日 地縁団体の認可について(下野谷自治会) 企画課

令和2年4月28日 地縁団体の認可について(印西自治会) 企画課

令和2年4月30日 稲美町税条例の一部を改正する条例 税務課

令和2年4月30日 農用地利用集積計画の公告 産業課

令和2年5月1日 令和2年度稲美町各会計補正予算 総務課

令和2年5月1日 稲美町子ども・子育て支援施設等確認の公示 こども課

令和2年5月8日 第176回稲美町臨時会招集告示 企画課

令和2年5月8日 第76回加古郡衛生事務組合議会臨時会招集告示
加古郡衛生事
務組合

令和2年5月14日 稲美町乳児健康診査費助成事業実施要綱 こども課

令和2年5月18日 令和2年度稲美町各会計補正予算 総務課

令和2年5月18日 認可を受けた地縁による団体の告示事項の変更(北山自治会) 企画課

令和2年5月18日 認可を受けた地縁による団体の告示事項の変更(印東自治会) 企画課

令和2年5月18日 令和2年度稲美町子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱 こども課

令和2年5月18日 稲美町特別定額給付金事業実施要綱 企画課

令和2年5月19日 認可を受けた地縁による団体の告示事項の変更(中一色自治会) 企画課

令和2年5月19日 認可を受けた地縁による団体の告示事項の変更(北新田自治会) 企画課

令和2年5月19日 認可を受けた地縁による団体の告示事項の変更(八軒屋自治会) 企画課

令和2年5月20日 稲美町国民健康保険条例の一部を改正する条例 住民課

令和2年5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
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令和2年　告示・公告等一覧
(令和2年1月1日～6月30日)

年月日 件名 担当課

令和2年5月20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

令和2年5月20日 稲美町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 住民課

令和2年5月20日 稲美町国民健康保険条例施行規程の一部を改正する規程 住民課

令和2年5月21日 認可を受けた地縁による団体の告示事項の変更(草谷自治会) 企画課

令和2年5月21日 認可を受けた地縁による団体の告示事項の変更(六軒屋自治会) 企画課

令和2年5月25日 稲美町地域振興商品券発行事業実施要綱 産業課

令和2年5月29日
稲美町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部
を改正する規則

総務課

令和2年5月29日 農用地利用集積計画の公告 産業課

令和2年6月1日 稲美町職員採用候補者試験公告 総務課

令和2年6月1日 稲美町職員採用候補者試験公告（幼稚園教諭） 教育課

令和2年6月3日 認可を受けた地縁による団体の告示(幸竹自治会) 企画課

令和2年6月4日 第258回稲美町定例会招集告示 企画課

令和2年6月8日 いきいき広場事業実施要綱の一部を改正する要綱 健康福祉課

令和2年6月12日 稲美町介護保険規則の一部を改正する規則 健康福祉課

令和2年6月18日 稲美町合理的配慮の提供の促進に係る助成金交付要綱 地域福祉課

令和2年6月19日 総代選挙の公告（岡土地改良区） 産業課

令和2年6月22日 当選人の公告（岡土地改良区） 産業課

令和2年6月23日
納税通知書(固定資産税・都市計画税、軽自動車(種別割))の公示
送達

税務課

令和2年6月25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

令和2年6月26日 稲美町高齢重度障害者医療費助成要綱の一部を改正する要綱 地域福祉課

令和2年6月29日 稲美町印鑑条例施行規則の一部を改正する規則 住民課

令和2年6月29日 稲美町税条例の一部を改正する条例 税務課
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令和2年　告示・公告等一覧
(令和2年1月1日～6月30日)

年月日 件名 担当課

令和2年6月29日 稲美町手数料条例の一部を改正する条例 住民課

令和2年6月29日 稲美町高齢期移行者福祉医療費助成条例の一部を改正する条例 地域福祉課

令和2年6月29日
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

令和2年6月29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

令和2年6月29日 稲美町印鑑条例の一部を改正する条例 住民課

令和2年6月29日 稲美町企業立地促進条例の一部を改正する条例 産業課

令和2年6月29日
特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する
条例

総務課

令和2年6月29日 令和2年度稲美町一般会計補正予算(第3号) 総務課

令和2年6月29日 令和2年度稲美町水道事業会計補正予算(第1号) 総務課

令和2年6月29日 令和2年度稲美町一般会計補正予算(第4号) 総務課

令和2年6月29日 稲美町企業立地促進条例施行規則の一部を改正する規則 産業課

令和2年6月30日 令和2年度蛸草2地区地籍調査事業の告示 土木課

令和2年6月30日 当選の確定及び総代就任の公告 産業課

令和2年6月30日 農用地利用集積計画の公告 産業課
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