
平成２７年第３回南風原町議会定例会会期日程表（案）

開会 ９月 ４日（金）

閉会 ９月３０日（水） 会期２７日間

９月定例会会期日程

南風原町議会



平成２７年第３回南風原町議会定例会会期日程表（案）

開会 ９月 ４日

閉会 ９月３０日 会期２７日

目次 月日（曜） 会議区分 摘 要

開催時刻

１ ９月４日 本会議① ○開 会

（金）

午前 10 時 ○会議録署名議員の指名

○会期の決定

○議長諸般の報告

○町長の町政一般報告

○議案の上程（即決案件）

陳情第１０号 地元産品奨励及び地元企業優先使用に

ついて（要請）

陳情第１１号 県産品の優先使用について（要請）

○議案の上程（付託案件）

議案第４２号 南風原町手数料徴収条例の一部を改正

する条例

議案第４３号 南風原町まち・ひと・しごと創生総合

戦略審議会条例

議案第４４号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例

議案第４５号 特別職報酬等審議会条例の一部を改正

する条例

議案第４６号 南風原町職員の特殊勤務手当支給条例

の一部を改正する条例

議案第４７号 南風原町家庭的保育事業等の設備及び

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４８号 南風原町教育事務点検評価審議会設置

条例の一部を改正する条例

議案第４９号 南風原町就学指導委員会条例の一部を

改正する条例



目次 月日（曜） 会議区分 摘 要

開催時刻

議案第５０号 平成２７年度南風原町一般会計補正予

算（第５号）

議案第５１号 平成２７年度南風原町国民健康保険特

別会計補正予算（第２号）

議案第５２号 平成２７年度南風原町下水道事業特別

会計補正予算（第１号）

議案第５３号 平成２７年度南風原町土地区画整理事

業特別会計補正予算（第２号）

議案第５４号 平成２７年度南風原町農業集落排水事

業特別会計補正予算（第１号）

議案第５５号 平成２７年度南風原町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号）

陳情第１３号 公共工事発注に際しての事業用自動車

（緑ナンバー）使用に関する陳情

陳情第１４号 外国人の扶養控除制度見直しを求める

意見書の採択を求める陳情

陳情第１５号 「若い人も高齢者も安心できる年金を

求める意見書」採択に関する陳情

陳情第１６号 陳情書（年金情報流出事件徹底解明、

共通番号制度廃止を求める決議採択の

要請）

○報告案件

報告第 ８号 平成２６年度沖縄県町村土地開発公社

事業報告及び決算報告について

※本会議散会後、議会広報常任委員会を開催

２ ９月５日 休 会

（土）

３ ９月６日 休 会 ※第３６回南風原町体育協会陸上競技大会

（日）



目次 月日（曜） 会議区分 摘 要

４ ９月７日 本会議② ○会議録署名議員の指名

（月）

午前 10時 ○議案の上程（付託案件）

（議案説明）

認定第 １号 平成２６年度南風原町一般会計歳入歳

出決算認定について

認定第 ２号 平成２６年度南風原町国民健康保険特

別会計歳入歳出決算認定について

認定第 ３号 平成２６年度南風原町下水道事業特別

会計歳入歳出決算認定について

認定第 ４号 平成２６年度南風原町土地区画整理事

業特別会計歳入歳出決算認定について

認定第 ５号 平成２６年度南風原町農業集落排水事

業特別会計歳入歳出決算認定について

認定第 ６号 平成２６年度南風原町後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算認定について

陳情第１７号 健康で文化的な最低限度の生活を保障

する立場で「生活保護基準引き上げ」

「住宅扶助、冬期加算の引き下げ」中止

を求める陳情書

○報告案件

報告第 ９号 平成２６年度決算に基づく健全化判断

比率及び公営企業における資金不足比

率について

一般質問通告書を町長へ提出 （ 午後５時 ）

５ ９月８日 本会議③ ○会議録署名議員の指名

（火）

午前 10時 ○議案の上程（付託案件）

（質疑）

認定第 １号 平成２６年度南風原町一般会計歳入歳

出決算認定について

認定第 ２号 平成２６年度南風原町国民健康保険特

別会計歳入歳出決算認定について

認定第 ３号 平成２６年度南風原町下水道事業特別

会計歳入歳出決算認定について

認定第 ４号 平成２６年度南風原町土地区画整理事

業特別会計歳入歳出決算認定について

認定第 ５号 平成２６年度南風原町農業集落排水事

業特別会計歳入歳出決算認定について

認定第 ６号 平成２６年度南風原町後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算認定について



目次 月日（曜） 会議区分 摘 要

開催時刻

６ ９月９日 現場調査 ○決算認定にかかる現場調査（全議員）

（水）

午前 10時

７ ９月１０日 委員会① ○総務民生常任委員会

（木） ○経済教育常任委員会

午前 10時

８ ９月１１日 委員会② ○総務民生常任委員会

（金） ○経済教育常任委員会

午前 10時

９ ９月１２日 休 会 ※第１４回南風原町小中学生陸上競技大会

（土）

１０ ９月１３日 休 会

（日）

１１ ９月１４日 委員会③ ○総務民生常任委員会

（月） ○経済教育常任委員会

午前 10時

１２ ９月１５日 委員会④ ○連合審査会（午前中）

（火） ○総務民生常任委員会／経済教育常任委員会（午後）

午前 10時

１３ ９月１６日 委員会⑤ ○総務民生常任委員会

（水） ○経済教育常任委員会

午前 10時

１４ ９月１７日 委員会⑥ ○総務民生常任委員会

（木） ○経済教育常任委員会

午前 10時

１５ ９月１８日 委員会⑦ ○総務民生常任委員会

（金） ○経済教育常任委員会

午前 10時

１６ ９月１９日 休 会 ※南風原町主催敬老会

（土）

１７ ９月２０日 休 会

（日）



目次 月日（曜） 会議区分 摘 要

開催時刻

１８ ９月２１日 休 会 ※敬老の日

（月）

１９ ９月２２日 休 会 ※国民の休日

（火）

２０ ９月２３日 休 会 ※秋分の日

（水）

２１ ９月２４日 休 会 ※事務整理日

（木） ※例月現金出納検査（監査）

２２ ９月２５日 本会議④ ○会議録署名議員の指名

（金） ○一般質問①

午前 10時

２３ ９月２６日 休 会

（土）

２４ ９月２７日 休 会

（日）

２５ ９月２８日 本会議⑤ ○会議録署名議員の指名

（月） ○一般質問②

午前 10時

２６ ９月２９日 本会議⑥ ○会議録署名議員の指名

（火） ○一般質問③

午前 10時
※本会議散会後、全員協議会を開催

２７ ９月３０日 本会議⑦ ○会議録署名議員の指名

（水）

午前 10時 ○議案の上程（付託案件の委員長報告）

○追加議案・意見書・決議等

○閉会


