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第９ ４回南あわじ市議会定例会議事 日程 （第 １倚）

会議録署先議員の指佑

会期の決定

諸般の報告

行政報告

令和 ２年 ６１ １日 （ｙｘ） 午前 １０ 時壙議

議案第４ ０倚～議案第 ４２ 騎（ ３件一括上敖）

議案 第４ ０硲　　南あ わじ市情報ｉｍ信技術をき１した行政の推をに関する 条イ夙制定
について

議案 第４ １号　　南あ わじ市大学入学奨励金支給条例 の一部を 改‾をす る条イタＪ笥定に
ついて

議案 第４ ２倚　　南あわじ市翕防回員等ぬ務災害補信条例の一部を改‾をする条Ｍ制
定について

議案第４ ３や～議案第 ４８ や（ ６件一括上程）．

議案 第４ ３刄　　南あわじ市税条例の一鶚を改ｊＥす る条イｊＪ鼈定について

議案 第４ ４号　　南あわじ市地方ぽ力［白］ 上杤嵬におけ る固定斎屋税の不均一課税に
関する条例の一部を改ｊＥする条例制定について

議案 第４ ５倚　　南あ わじ市福祉医療費助成条叺の一部を 改ｊミす る条例脆定につい
て

議案 第４ ６苟　　南あ わじ市国民Ｒ康保険条例の一部 を改ｊＥする 条例制定につ いて

議案 第４ ７倚　　南あ わじ市介護保険条Ｍの一部 を勿万す る条Ｍ市Ｉへ定について

議案第４ ８号　　南あわじ市後孫高齢者［タミ療に関する条例の一部を改モする条叺醜
定について

第７　　 議案第３ ８苟　 令れ］２ 年度南あわじ市一般会計補止予算（第４ そ）

第８　　 議案 第３ ９号　 令和 ２年度南あわ じ市国民Ｗ康保険特別会計補ｊＥ予算（第１ 号）

第９ 議案 第４ ９号　 財産の処分に ついて
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