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第９ ４回南あわじ市議会定例会議事日程 （第 ５そ）

令私 ２年 ６ｊ ２６ 日（奈） 午前 １０ 毀閣議

議案第５ ０号、議案第 ５２ 号（ ２件一括上程）

議案 第５ ０号　　南あわじ市放課後見童９全育成事業の実施に関する条例の一部を
改‾ｉＥする 条例制定 について

議案 第５ ２号　 損害賠償額の決定八び和解について

議案 第５ １号 南あわじ市国民喚．康保険税条例の一部を改‾χＥする条例制定につい
て

議会運営委員会、 常任委員会の閉会中の継続調まの申 しｍ



南あわじ市議会議長　　 熊　 日］　 言］様

令和 ２年 ６チ］２ ２日

総務文教常任委員長　　 久　 米　　啓

委　員　会　審　を　報　告　書

本委員会 にイ才れＥの 事件 は、 審胤の結果下篦の とお り決定し たか ら、 会議規則 第１ ０８
条の規定によ り報告します。

記

議案 番号 件　　　　　　　　　尾 結　果

議案 第５ ０号

議案 第５ ２号

南あ わじ市放譟後見童健全育成事業 の実施に 関す る条例
の一部を改工する条例制定について

損害賠償額の決定攷び和解について

原案 可決

脣案 可決



南あ わじ市議会議長 能　田
／Ｘ へＮ

司　様

産業厚生常任委員長

令和 ２年 ６メミｊ ２４日

吉　 日］ 氈　子

委　員　 会　審　を　報　告　書

本委員会に付貌の事件は、
条の規定によ り報告します。

審まの結果下記の とお り決定したか ら、 会議規ＨＩ」 第１ ０８

記

議案 香倚 件　　　　　　　　名 結　果

議案 第５ １号 南あわじ市ミ民健康イ呆険税条例の一部を改モする条例制
定について

原案 ‾臼］‘決



南あわじ市議会

議　 長　　 熊　 日］　 習］　様

令和 ２年 ６１　２　６　日

議会運営委員会
１

委員長　　 笞　 口　 博　文

鴨会 中の 継続 調を ・申 ｍ書

本委員会は、 所掌事務のう ち次の事件について、 現会中の継続調査を要する

もの と決定したので、 会議規只｜』 第１ ０９ 条の規定によ り申 しｉます。

１。 事　　袢

記

（１ ）議会運営に 関す る事項

（２ ）議会の会議規ｎｌ』 、委員会に回する条例等に関する事項

（３ ）議長の諮問 に関する 事項

２。 期　　隕

次回定例会迄



南あわじ市議会

議　 長　　 熊　 日］　 習］　様

閉

令手口２ 年６ ナｊ ２６日

総務文教常任委員会

委員長　　 久　 米　 啓　 か‾

ふ
バ 中の 継続 鸚を 申出書

本委員会 は、 所管本務のう ち次の事件について、 脆饂中の継続調査を要する

もの と決定したので、 会議規則第１ ０９ 粂の規定によ り申 しｉます。

記

１． 事　　件

（１ ）市の総合的企画、調整について

（２ ）行財政計画について

（３ ）市有財産の維持管理 と財源の確イ来について

（４ ）情報化の推竟に ついて

（５ ）離島振興筒策について

（６ ）国 際交流八び友好市ぢの調査 について

（７ ）人指施策について

（８ ）消 防・ 防災対策 の推進について

（９ ）教育の充実 ・ダイヒ、ス ポーツの振興 と関係施設のを備について

（１ ０） 青夕年の健全育成 について

（１ １） 選挙管理委員会、 監覬委員、固定聯亙評価審査委員会に関する こと

２。 期　　限

次回定例会迄



南あわじ市議会

議　 長　　 熊　 日ヨ　　 司　　様

顋 ふ
バ

令和 ２年 ６１　２　６　日

産業厚生常任委員会

委員長　　 吉　 日］ 良　子

中の 継続 調を 中芭書

本委員会 は、 所管事務 のう ち次の事件につい て、 閉会 中の継続調ま を要する

もの と決定したので、 会議規則第１ ０９ 粂の規定によ り申 しｍます。

記

１． 事　件

（１ ）税の賦氛徴収について

（２ ）生恬環境の整備推進 につ いて

（３ ）福祉対策について

（４ ）介護柴険と 高齢化社会対策について

（５ ）Ｋ療体制と９康づく りの推進について

（６ ）商工業攷び観光の振興について

（７ ）農業振興の推ま につ いて

（８ ）水産振興の推進について

（９ ）都市整備事業の推進について

（１ ０） 下水道事業の推進 につ いて

（１ １） 農業委員会に 関す ること

２。 期　　限

次回 定例会迄



南あ わじ市議会

議　長　　 熊　 日］　 回］　様

顋

令和 ２年 ６１　２　６　日

議会霍、報笛、聴常任委員会　　◇

委員長　　北　条　志　津二子

ふ
バ 中の 継続 調査 申出書

本委員会 は、 所管本務のう ち次の事イ牛 について 、閉会中 の継続調査を要する

もの と決定したので、 会議規則第１ ０９ 条の規定によ り申 し出ます。

１ 事　　件

記

（１ ）議会笛、報誌に関する事項

（２ ）議会報告会に関する事項

（３ ）議会ホームページに 関する事項

（４ ）議会ラ イブ配信、録画髱イ毟に関する 事項

（５ ）その他議会皀報笛、聴活動に 関する事項

２。 期　　限

次回定例会迄


