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(平成27年第4回定例会)

南風原町議会



平成27年9月定例会から今日までの諸般の報告をいたします。

].第36回南風原町体育協会陸上競技大会

日時:9月6日(日)午前8時3 0分~

場所:南風原町黄金森公園陸上競技場

2 平成27年度南風原町商工会観月会

日時:9月18日(金)午後6時3 0分~

場所:南風原町立中央公民館

3 南風原町主催敬老会

日時:9月19日(士)午後2時~

場所:南風原町立中央公民館

4 南風原町社会福祉協議会平成27年度第3回理事会

日時:10月1日(木)午後2時~

場所:南風原町総合保健福祉防災センター(ちむぐくる館)

南部地区市町村議会議長会役員会

日時:10月7日(水)午後3時3 0分~

場所:南城市本庁舎(玉城庁舎)

主催:南部地区市町村議会議長会

5

6 南部地区市町村議会議長会 10月定例総会及び懇親会

日時:1 0月7日(7jく)午後4時~

場所:南城市役所本庁舎(玉城庁舎)

主催:南部地区市町村議会議長会

7 東京都小平市議会政和会行政視察受入

日時:10月8日(木)午後1時~

場所:南風原町議会、南風原文化センター、

内容:沖縄陸軍病院南風原壕群20号について

(対応:生涯学習文化課)

南風原町平和コンサート~平和の大切さを未来へ~

日時:10月12日絹)午後6時~

場所:南風原町役場町民広場

主催:南風原町

内容:10月12日の南風原町民平和の日の祈念事業として
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9 南風原町議会経済教育常任委員会県外行政視察

日時:1 0月1 3日(火)~ 1 0月1 6日(金)

場所:徳島県美馬市、徳島県美馬郡つるぎ町、徳島県小松島市、徳島県徳島市

10 南風原町慰霊祭

日時:1 0月1 6日(金)

場所:慰霊祈和之塔

主催:南風原町造族会

Ⅱ 南風原町議会総務民生常任委員会県外行政視察

日時:1 0月2 0日(火)~ 1 0月2 3日(金)

場所:熊本県玉名市、熊本県山鹿市、福岡県糸島市

n 沖縄県町村議会議長会定例総会

日時:1 0月2 1日(7jく)~ 1 0月2 2日(木)

場所:伊是名村産業支援センター

参加:議長、議会事務局長

午前10時~

13 愛知県北名古屋市議会建設常任委員会行政視察受入

日時:10月2 1日(水)午後3時~

場所:南風原町役場、南風原町内観光施設、松風苑(南風原町字津嘉山)

内容:観光ICTの取組(説明:産業振興課)、観光にかかる議員間意見交換

対応:経済建設常任委員会

N 金城哲夫生誕75周年記念事業『南風原町ヒーロー脚本賞』表彰式並びに祝賀会

日時:10月2 3日(金)午後6時~

場所:松風苑(南風原町字津嘉山)

主催:一般社団法人南風原町観光協会

15 沖縄県市町村振興協会評議員会

日時:10月2 7日(火)午前 11時~

場所:沖縄県市町村自治会館

備吉:沖縄県町村議会議長会副会長として

16 島尻地域振興開発推進協議会委員会

日時:10月2 7日(火)午後 1時3 0分~

場所:南部総合福祉センター(八重瀬町)

17 南風原町商工会青年部第1回南風原町の若い力を活性化させる!異業種交流会

日時:10月2 7日(火)午後7時3 0分~

場所:アミュージアム(南風原町字兼城)



怜 町村議会議員・事務局職員研修会並びに交流会

日時:1 0月2 8日(7jく)午後2時~

場所: NBCサムシング・フォー西崎(糸満市)

演目:「二元代表制における議会改革のあり方」

講師:高沖秀宣氏(三重県地方自治研究センター

主催:沖縄県町村議会議長会

円 三重県三重郡川越町議会行政視察受入

日時:10月2 9日(木)午前10時~

場所:南風原町役場

研修:議会改革について

対応:議長、副議長、議会運営委員会

加 社協法人化40年記念第6回南風原町社会福祉大会表彰委員会

日時:10月3 0日(金)午後2時~

場所:南風原町総合保健福祉防災センター(ちむぐくるa旬

内容:第6回南風原町社会福祉大会 a 1月17日)に向けた表彰委員会

幻 大型MICE施設建設決定に伴うLRTの必要性を老える研修会及び意見交換会

日時:1 0月3 0日(金)午後3時~

場所:与那原町役場、大型MICE施設建設予定場所、軽便与那原駅舎

上席研究員)

器 琉球耕事業協同組合創立40周年記念大会及び祝賀会

日時:11月3日(火)午後3時~

場所:南風原町立中央公民館

器 南部地区市町村議会議長会

日時:11月9日絢)

場所:サザンプラザ海邦

N 南部地区市町村議会議長会

日時:11月9日明)

場所:サザンプラザ海邦

肪 第59回町村議会議長会全国大会及び南部地区市町村議会議長会行政視察研修

日時:1 1月1 0日(火)~ 1 1月1 3日(水)

場所:東京都、福島県

大会:第59回町村議会議長会全国大会

第34回離島振興市町村議会議長会全国大会

視察:池袋防災館、福島再生可能エネルギー研究所、東北電力原町火力発電所

11月役員会

午後3時30分~

臨時総会

午後4時~



26 平成27年秋季全国火災予防運動防火イベント

日時:11月1 4日(士)午前 10時3 0分~

場所:サンエーつかざんシティ

主催:東部消防組合

27 地方議会活性化シンポジウム

日時:11月]6日網)~11月17日(火)

場所:東京都

演題:地方議会に対する市民の信頼と参加をどのように確保すべきか

主催:総務省

備老:沖縄県町村議会議長会副会長として

器 社協法人化40年記念第6回南風原町社会福祉大会

日時:11月1 7日(火)午後 1時3 0分

場所:南風原町総合保健福祉防災センター(ちむぐくるa創

参加:副議長

29 南風原町センター通り会忘年会

日時:11月18日(水)午後7時3 0分~

場所:アミュージアム(南風原町字兼城)

30 宮城県多賀城市議会総務経済常任委員会行政視察受入

日時:11月19日(木)午前9時3 0分~

場所:南風原町役場、南風原文化センター

内容:「やさしい観光地づくり推進事業」における統合型ARアプリの活用

(説明:産業振興課)

平和行政について、沖縄陸軍病院南風原壕群20号壕の現地視察

(説明:教育委員会生涯学習文化課)

31 平成27年第3回南部広域行政組合議会定例会

日時:11月19日(木)午後2時~

場所:南部総合福祉センター(八重瀬町)

噐 平成27年度自治体職員政策形成セミナー研修報告会

日時:11月2 0日(金)午後2時~

場所:沖縄県市町村自治会館

内容:「公共交通とまちづくり」をテーマに南部・中部・北部自治体職員による

半年間の研修報告及びフォーラムを開催

主催:南部・中部・北部広域市町村圈事務組合



器 沖縄県立南風原高等学校創立40周年記念式典・祝賀会

日時:11月2 1日(士)午後2時~

場所:沖縄県立南風原高等学校

南風原町内公共団体の特別職及び公共団体等の役員球技大会及び懇親会

日時:11月2 6日(木)午後3時~

場所:本部公園

種目:グラウンドゴルフ

主催:南風原町区長会、南風原町教育委員会、南風原町農業委員会、

南風原町社会福祉協議会、南風原町商工会、南風原町観光協会、

JAおきなわ南風原支店、 JAおきなわ津嘉山支店、南風原町議会

34

舗 平成27年第3回沖縄県市町村総合事務組合議会

日時:11月2 7日(金)午前 11時~

場所:沖縄県市町村自治会館

36 南風原町社会福祉協議会平成27年度第1回総務・財政委員会

日時:11月3 0日網)午後2時~

場所:南風原町総合保健福祉防災センター(ちむぐくるa鋤

訴 沖縄県町村議会議長会定例役員会

日時:1 2月1日(火)午後3時3 0分~

場所:沖縄県市町村自治会館

認 第31回 NAHAマラソン開会式及び関係者レセプション

日時:12月5日(士)午後 1時3 0分~

場所:県立武道館アリーナ棟、沖縄セルラースタジアム那覇

臨時会

羽 平成27年度南風原町身体障害者福祉会忘年会

日時:12月5日(士)午後6時~

場所:南風原町総合保健福祉防災センター(ちむぐくるa旬

南風原町文化協会祝賀会

日時:12月6日(助午後6時~

場所:南風原町立中央公民館

内容:南風原町功労賞及び沖縄県文化協会賞の受賞者祝賀会

卯



南部水道企業団議会の報告

平成27年第3回南部水道企業団議会定例会
平成27年9月2日(フK)

平成27年第4回南部水道企業団議会定例会
平成27年11月27日(金)



平成27年第3回南部水道企業団議会定例会

第1 会議録署名議員の指名

議事日程〔第 1号〕

平成27年9月2日

弟2 会期の決定

第3 諸般の報告

第4 一般質問

第5

け月午前10時開会

議案第

第6

6方

議案第

弟7

平成27年度南部水道企業団水道事業会計

補正予算(第 2号)

平成26年度南部水道企業団水道事業会計

未処分利益剰余金の処分

平成26年度南部水道企業団水道事業会計

決算に基づく資金不足比率の報告

平成26年度南部水道企業団水道事業会計

決算認定

議員派遣の件

7方

報告第

第8

2 フラ'

認定第

第9

1方

決議第 1方



平成27年第4回南部水道企業団議会定例会

第1

議事日程〔第 1 号〕

平成2 7年11月2 7日

会議録署名議員の指名

第2 会期の決定

弟3 諸般の報告

第4 議案第

(金)午前10時開会

8,ラ' 平成27年度南部水道企業団水道事業会計

補正予算(第 3 号)



東部消防組合議会の報告

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

平成27年第2回東部消防組合議会定例会
平成27年10月26日(月)



第1 会議録署名議員の指名

平成27年第2回東部消防組合議会定例会議事日程

平成27年10月26日明)午前10時開議

第2 会期の決定の件

第3 諸般の報告

第4 行政報告

第5 認定第1号

第6 議案第11号東部消防組合職員の再任用に関する条例の一部を改正する条

例について

第7 議案第12号東部消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
について

平成26年度東部消防組合一般会計歳入歳出決算認定について

第8 議案第13号

第9 議員県外消防行政視察研修について

第10 一般質問

平成27年度東部消防組合一般会計補正予算(第1号)につい

て



南部広域市町村圏事務組合議会
の報告

平成27年(2015年)10月南部広域市町村圏事務組合議会定例会
平成27年10月23日(金)



平成27年(20巧年) 10月南部広域市町村圏事務組合議会定例会

1.招集日時:平成27年10月23日(金)

2,招集場所:自治会館(4階会議室)

3.議事日程

日程第1

日程第2

日程第3

日程第4

議席の指定について

会議録署名議員の指名について

会期の決定について

認定第1号平成26年度南部広域市町村圈事務組合一般会計歳入歳出決算認定

について

認定第2号平成26年度南部広城市町村圈事務組合ふるさと市町村圏基金特別

会計歳入歳出決算認定について

認定第3号平成26年度南部広域市町村圈事務組合いなんせ斎苑特別会計歳入

歳出決算認定について

認定第4号平成26年度南部広域市町村圏事務組合南斎場特別会計歳入歳出決

算認定について

議案第10号専決処分の承認を求めることにっいて(南部広城市町村圏事務組合

行政財産使用料条例の一部を改正する条例制定について)

議案第Ⅱ号専決処分の承認を求めることにっいて(南部広域市町村圏事務組合

事務局職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定

について)

議案第12号平成27年度南部広域市町村圏事務組合一般会計補正予算(第1号)

議案第13号平成27年度南部広域市町村圏事務組合ふるさと市町村圏基金特別

会計補正予算(第1号)

議案第14号平成27年度南部広域市町村圏事務組合いなんせ斎苑特別会計補正

予算(第1号)

議案第妬号平成27年度南部広域市町村圏事務組合南斎場特別会計補正予算(

第1号)

午前10時00分

日程第5

日程第6

日程第7

日程第8

日程第9

日程第10

日程第Ⅱ

日程第地

日程第13



那覇市・南風原町環境施設組合議会
の報告

平成27年(2015年)10月
那覇市・南風原町環境施設組合議会定例会

平成27年10月29日(木)



平成2 7年(2 0 1 5年) 1 0月

那覇市・南風原町環境施設組合議会定例会

議事日程

議席の指定

会議録署名議員の指名

会期の決定

認定第1号平成26年度那覇市・南風原町環境施設組合一般会計歳入歳
出決算

議案第7号那覇市・南風原町環境施設組合行政財産の使用料に関する条
例の一部を改正する条例制定について

議案第8号平成27年度那覇市・南風原町環境施設組合一般会計補正予
算(第2号)

議案第9号環境の杜ふれあいの指定管理者の指定にっいて

議長発議議員派遣について

一般質問

平成2 7年10月29日(木)午前10時開議
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東部清掃施設組合議会の報告

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

平成27年東部清掃施設組合議会 10月定例会(第3回)
平成27年10月30日(金)



平成27年

日程第1

東部清掃施設組合議会

議事日

日程第2

会議録署名議員の指名

会期の決定

業務報告日程第3

日程第4

10月定例会(第3回)

程

議案第7号

東部清掃施設組合の共同処理する事務中、し尿処理施設の設置及ぴ管

理運営に関する事務の廃止及ぴ加入市町村の変更に伴う財産処分に

ついて

日程第5 議案第8号

東部清掃施設組合現行の条例の用語等の整備に関する特別措置条例

について

白程第6

平成27年10月3 0 Ξ

午前10時開会

日程第7

認、定第1号

平成26年度東部清掃施設組合一般会計歳入歳出決算の認定について

議案第9号

平成27年度東部清掃施設組合一般会計予算(補正第1号)について

日程第8 一般質闇



^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

南部広域行政組合議会の報告

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

平成27年第3回南部広域行政組合議会定例会
平成27年11月19日(木)



南風原町議会

議長宮城清政 殿

みだしのことについて、次のとおり報告します。

、ゞ1"゛・、,

1 平成27年第3回南部広域行政組合議会(定例会)

平成2 7年11月19日開

平成2 7年11月19日閉

会 期 1日

議員の出欠出席11人欠席 2人(③大城悟議員、⑦新川喜男議員)

議決の状況

①報告第2号平成26年度南部広域行政組合事業報告

_、_'J/

平成27年第3回南部広域行政組合議会(定例会)結果報告にっいて

t'.

タ

南部広域行政組合議会議長

②議案第13号平成26年度南部広域行政組合一般会計歳入歳出決算の認定にっいて

【原案可決】

③議案第N号平成26年度南部広域行政組合公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定

につし、で

【原案可決】

④議案第15号平成27年度南部広域行政組合一般会計補正予算(第2号)

【原案可決】

⑤議案第16号平成27年度南部広域行政組合公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第1号)

【原案可決】

⑥同意第2号教育委員会委員の任命にっいて

【原案可決】照屋堅二氏(豊見城市教育長)を任命同意

⑦発議第1号専決事項の指定について

【原案可決】

南広行議第

平成27年1

徳元敏

4

1月19日
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南風原町監査委員からの報告

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

例月現金出納検査の結果(平成27年8月分~平成27年10月分)



南風原町議会議長宮城清政

地方内治法第235条の2第1項の規定に基づき、平成野年8月分の現金の

出納を検査したので、その結果報告を同条第3項の規定によゆ欠のとおり提
出します。

殿

南

例月現金出納検査の結果報告について

上1ι

監 第

成野年

26

W 月20

検査の対象

平成町年8河31日現在の歳計現全及び基金に属する現金の

金額並びに歳入歳出外現金の保管状況について

検査実施の期日

平成野年9月?5日(金)

検査の概要

現金出納保管の状況を知る上に必要な訓書を提出させ、

別に関係帳簿及び証拠書類の捉出を求めて両者を照合しな

がら、会計管罪者等からの説明を求めた。

q是出)

4. キ金五当ld)糸吉よ;支

各会計に属する現金の保管、出納及び歳人歳出外現金の

状況等を検査したところ、8月末日の残高が諸帳簿と

符合し、計数上の誤りはなく、正確であると認めた。

南風原町監査委員

号
目

田

9
"

査」



1.現金の出納状況

平成27年8月末における現金の出納、帳簿残高状況は次のとおりである。

検査の結果

現金区分

現金の出納状況

出納保管

般

国保特別会計

歳

前月繰越額

下水道特別会計

出納状況及び残高

土地区画特別会計

509,061,575

農業集落特別会計

当月収納額

352,556,039

後期高齢特別会計

1,066,099β29

55,399,281

当月支出額

280,473,286

42,553,747

/1、

基

1,162,569,091

単位(円)

6,978,471

14β13,612

歳入歳出外現金

当月末残高

201,923,190

43β66,719

588,552,254

金

1,010,415,832

412,592β13

55,508,587

302,641

・十

1,619,148,045

192,294,032

11,釧3,917

44,47フ,071

1,575,026,475

15,508,269

14204β06

699,353

2,645,072,146

30β56,915

52,182,905

2,030,480,232

30,066,686

0

6,581,759

1,605,093,161

24,923,721

554,962,075

31,371,149

0

2,061,851,381

1,619,148,045

14,203,806

2,188β13,926

会計

合

十
二
一
口

現
金

会
計
管
理
者
保
管
金



南風原町議会議長宮城清政

例河現金出紗"金査の結釆報告について G是出)

地方白治法第235条の2第1項の規定に基づき、平成銃年9月分の現金の

出納を検査したので、その結果報告を同条第3項の規定により次のとおり提
出します。

殿

伴]

成 2.フ

羽

Ⅱ打

1. 検査の対象

平成野年9j]30日現在の歳計現金及び基金に1禹する現金の

金額並びに歳入歳出外、現金の保管状況について

検査実施の期日

平成27年10ガ26日姻)

検査の概要

現金出納保管の状況を知る上1こ必要な調書を捉出させ、

別1こ関係帳簿及び証拠書類の提出を求めて両者を照合しな

がら、会計管理者等からの説1羽を求めた。

検査の結果

各会計に属する現金の保管、出納及び歳入歳出外現金の

状況等を検査したところ、 9月ボロの残高が諸帳簿と

符合し、計数上の誤りはなく、正確であると認めた。

4
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検査の結果

1,現金の出納状況

平成27年9月末における現金の出納、帳簿残高状況は次のとおりである。

現金区分

現金の出納状況

出納保管

般

歳

前月繰越額

斗

下水道特別会計

出納状況及び残

土地区画特別会計

412,596,429

農業集落特別会計

当月収納額

44,472,955

後期高齢特別会計

1,795,929.947

14204β06

当月支出額

679,903,767

52,182.905

/1、

1,831β12,221

145,789β69

単位(円)

6,581,759

計

歳入歳出外現金

当月末残高

24,923,721

110,113,114

674,381,959

金

554,962,075

119,193,544

376.714,155

359,732

・十

1,619,148,045

20,997,762

123,095β59

49,994,763

2,753,094,191

14,203β06

40800,631

3,458,596

2,188,313.926

12,481,648

39,200.160

421.144

2,764,423,827

31,302,090

3,482,895

2,784β17,425

33,439β35

543,632,439

29,467,611

0

2,793,891.438

1,619,569.189

16,038.285

2,179,239,913

会計国保

高

会

基

Ⅱ牙特

合

計

現
金

会
計
管
理
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保
管
金



南風原町議会議長宮'城 i青正々

例月現金出納検査の結果報告について (提出)

地方向治法第235条の2第1項の説定に基づき、平成町年W月分の現金の

出羽1ゞを検査したので、その結果報告を同条第3項の規定により次のとおり提
汁1し余 4 。

城

牙マ

成打年Ⅱ

1.J-゛

04

月鋤

検査の対象

平成野年W月雛丹現在の歳計現金及び某金に属する現余の

金額並びに歳入歳出外現金の保管状況について

検査実施の期日

平成野年Ⅱ月27日(金)

検査の概要

現金出納保管の1犬況を知る上に必要な調符を提出させ、

別に関係帳籍及び証拠書類の提出を求めて両者を照合しな

がら、会計管注里者等からの説明を求めた。

検査の結果

各会計に属する現金の保管、出納及び歳入歳出外現金の

状況等を検査したところ、 W月末Uの残高が諸帳簿と

符合し、計数上の誤りはなく、正確であると認めた。

南風原町監 1でf_護i 長t
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1.現金の出納状況

平咸27年10月末における現金の出納、帳簿残高状況は次のとおりである。

検査の結果

現金区分

現金の出納状況

出納保管

般

国保特別会計

歳

前月繰越額

下水道特別会計

出納状況及び残高

土地区画特別会計

376,714,155

農業集落特別会計

当月収納額

49,994,763

後期高齢特別会計

1,220,671,870

40,800,631

当月支出額

797,523,090

39,200,160

ノ」、

基

1,219,484,565

142,194,417

単位(円)

3,482,895

き十

歳入歳出外現金

当月末残高

33,439β35

172,242,166

600,595,054

金

543,632,439

37フ,901,460

78,867,287

335,720

計

1,619,569,189

246,922,799

89,048,574

7β95,221

2β40,362,484

16,038,285

104,127,761

1,108,788

2,179,239,913

21,527,916

122,393,752

163,541

2,010,632,184

29,494,242

2,709β27

2,370,020,267

500,000,000

19,307,140

873β62,739

24,359,100

2,534,991,284

1,119,732,730

21,173,427

2,014,268,896

会計
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計

現
金

会
計
管
理
者
保
管
金


