
第９ ９回南あわじ市議会定例会議事 日程 （第 １号）

第１　　 会議録署佑議員の指佑

第２　　 会期の決定

第３　　 諸般の報告

第４　　 行政報告

令和 ２年 １１ ｙｘ ２７ 日（金） 午前 １０ 時回議

第５　　 議案第７ ３号～議案第 ７５ そ（ ３件一括上程）

議案 第７ ３号　　南あわじ市手数料条例の一部を改ｊＥする条例制定について

議案 第７ ４そ　　南あわじ市税夕｜ヽ収入延滞兔洫び督促手数料徴鼈条例の一部を改‾を
する 条例制定について

議案 第７ ５号　　南あ わじ市ａ水プール条例の一部を 改ｊＥす る条例制 定について

第６　　 議案第７ ６そ～議案第 ７８ 号（ ３件一括上程）

議案 第７ ６そ　　南あ わじ市Ｊき域経済牽り ｜事業の促奄のた めの 固定資産税のほ税免
除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７ ７号　　南あわじ市介護保険条例の一部を改ｊＥする条例制定について

素案 第７ ８そ　　南あ わじ市後期高齢者Ｋ療 に関する 条Ｍの一部をａｍする 条鴨鴫
定について

第７　　 議案 第６ ７そ　 令手口２ 年度南あわじ市一般会計補ｌＥ予算 （第 ８倚）

第８　　 議案第６ ８号～議案第 ７２ そ（ ５件一括上程）

議案第６ ８硲　 令加 ２年度南あわじ市国民９康保険特ＳＩ」会計袖ｊＥＥ予算 （第 ３そ）

議案 第６ ９ぞ　 令加 ２年度南あわ じ市後期高齢者Ｋ療特別会計補‾を予算 （第１
号）

議案 第７ ０号　 令豕］２ 年度南あ わじ市介護保険特ＳＩ」会計補ｊＥ予算 （第 １号）

議案 第７ １倚　 令鵝 ２年度南あわ じ市産業廃棄物最終処分事業特ｊ３ １」 会計補ｊＥＥ予算
（第 １号）

議案 第７ ２号　 令加 ２年度南あわ じ市下水道事業会計補ｉＥ予算 （第 １硲）

第９　　 議案 第８ ０倚　　宇の［‾瓦域の変‾ｔについて （イ黶ず長日日、 津異地［Ｘ］



第１ ０　 議案 第７ ９号 秡庫県市Ｆ村職員 ｊ』１繊手肖 祖合 を組織す る地力ぬ共回体の数の増
減‾攷び規約 の変更に ついて

第１ １　 回意 第２ ７倚　 ｊヽ｜ヽ｜本市・ 南あ わじ市日」林事務組合議会議員 のを任につき 鶚意を求
める こと について
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