
平成30年第１回南風原町議会定例会会期日程表（案）

開会 ３月２日（金）

閉会 ３月27日（火） 会期26日間

３月定例会会期日程

南風原町議会



平成30年第１回南風原町議会定例会会期日程表（案）

開会 ３月２日

閉会 ３月27日 会期26日

目次 月日（曜） 会議区分 摘 要

開催時刻

１ ３月２日 本会議① ○開 会

(金) ○会議録署名議員の指名

午前10時 ○会期の決定

○議長諸般の報告

○町長の町政一般報告

○町長の施政方針

○議案の上程（即決案件）

選挙第１号 南部広域行政組合の議会議員選挙

議案第11号 指定管理者の指定について

議案第21号 固定資産評価審査委員会委員の選任に

ついて

諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について

諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について

諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について

諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦について

○議案の上程（付託案件）

議案第２号 南風原町職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例

議案第３号 南風原町税条例の一部を改正する条例

議案第４号 南風原町特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例

議案第５号 南風原町特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の利用者負担等に関する

条例の一部を改正する条例

議案第６号 南風原町手話及び障がいの特性に応じた

多様なコミュニケーション手段の利用

促進に関する条例

議案第７号 南風原町国民健康保険条例の一部を改正

する条例

議案第８号 南風原町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例

議案第９号 南風原町後期高齢者医療に関する条例の

一部を改正する条例

議案第10号 南風原町立幼稚園保育料条例の一部を改

正する条例

議案第18号 町道の路線の廃止について

議案第19号 町道の路線の変更について



目次 月日（曜） 会議区分 摘 要

開催時刻

議案第20号 団体営山川地区土地改良事業（農業用用

排水施設）の計画変更について

○議案の上程（報告案件）

報告第２号 専決処分（沖縄県市町村総合事務組合

規約の一部を改正する規約）の報告に

ついて

報告第３号 平成30年度沖縄県町村土地開発公社事

業計画の報告について

○陳情（付託案件）

陳情第19号 南風原町法人保育園園長会からの陳情

書

２ ３月３日 休 会

(土)

３ ３月４日 休 会

(日)

４ ３月５日 本会議② ○会議録署名議員の指名

（ 月 ） ○議案の上程（付託案件）

午前10時 議案第12号 平成30年度南風原町一般会計予算

５ ３月６日 本会議③ ○会議録署名議員の指名

（火） ○議案の上程（付託案件）

午前10時 議案第13号 平成30年度南風原町国民健康保険特別会

計予算

議案第14号 平成30年度南風原町後期高齢者医療特別

会計予算

議案第15号 平成30年度南風原町下水道事業特別会計

予算

議案第16号 平成30年度南風原町土地区画整理事業特

別会計予算

議案第17号 平成30年度南風原町農業集落排水事業特

別会計予算

○追加議案の上程（即決案件）

決議第 号 議員派遣の件について

一般質問通告書を町長へ提出（午後５時）



目次 月日（曜） 会議区分 摘 要

開催時刻

６ ３月７日 調 査 現場調査（全議員）

（水）

午前10時

７ ３月８日 委員会① 総務民生常任委員会・経済教育常任委員会

（木）

８ ３月９日 委員会② 総務民生常任委員会・経済教育常任委員会

（金） ※南風原町立中学校 卒業式

９ ３月10日 休 会

（土）

10 ３月11日 休 会

（日）

11 ３月12日 本会議④ ○会議録署名議員の指名

（月） ○追加議案の上程（即決案件）

午前10時 議案第 号 平成29年度南風原町一般会計補正予算

（第８号）

議案第 号 平成29年度南風原町国民健康保険特別会

計補正予算（第５号）

議案第 号 平成29年度南風原町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第２号）

議案第 号 平成29年度南風原町下水道事業特別会計

補正予算（第３号）

議案第 号 平成29年度南風原町土地区画整理事業特

別会計補正予算（第５号）

議案第 号 平成29年度南風原町農業集落排水事業特

別会計補正予算（第４号）

12 ３月13日 委員会③ 総務民生常任委員会・経済教育常任委員会

（火）

13 ３月14日 委員会④ ○連合審査会（午前）

（水） 総務民生常任委員会・経済教育常任委員会（午後）

14 ３月15日 委員会⑤ 総務民生常任委員会・経済教育常任委員会

（木）

15 ３月16日 委員会⑥ 総務民生常任委員会・経済教育常任委員会

（金）



目次 月日（曜） 会議区分 摘 要

開催時刻

16 ３月17日 休 会 ※南風原町立宮平保育所 卒園式

（土）

17 ３月18日 休 会 ※第30回なんぶトリムマラソン大会

（日）

18 ３月19日 委員会⑦ 総務民生常任委員会・経済教育常任委員会

（月）

19 ３月20日 本会議⑤ ○会議録署名議員の指名

（火） ○一般質問①

午前10時 ※本会議散会後、議会広報常任委員会を開催

※南風原町立幼稚園 終了式

20 ３月21日 休 会 ※春分の日

（水）

21 ３月22日 休 会 事務整理日

（木）

午前10時 ※南風原町立小学校 卒業式

22 ３月23日 本会議⑥ ○会議録署名議員の指名

（金） ○一般質問②

午前10時

23 ３月24日 休 会

（土）

24 ３月25日 休 会

（日）

25 ３月26日 本会議⑦ ○会議録署名議員の指名

（月） ○一般質問③

午前10時

※本会議散会後、全員協議会を開催

26 ３月27日 本会議⑧ ○会議録署名議員の指名

（火） ○議案の上程（付託案件の委員長報告）

午前10時 ○追加議案・意見書・決議等

○閉会


