
第１ 議案第７５号 損害賠償額の決定及び和解について

第２ 同意第９号 監査委員の選任につき同意を求めることについて

第３ 同意第１０号 南あわじ市・洲本市小中学校組合議会議員の選任につき同意を求める
ことについて

第４

第５

第１０６回南あわじ市議会臨時会議事日程（第２号）

令和３年１１月２６日（金）午前１０時開議

議員派遣の申し出

議会運営委員会、常任委員会の閉会中の継続調査の申し出



南あわじ市議会議長　谷　 口　 博　ウこ　様

委　員 会

令和 ３年 １１ １２ ４日
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審　を　報　告　書

本委員会に吮託の事イ牛は、審をのお果、下おの とお り決定したので、 会議規覧第１ ０８
条の規定によ り報告します。

記

議案 番倚 件　　　　　　　佑 結　果

議案 第７ ５号 損害賠償額の決定八び和解について 原案 可決



　次のとおり、地方自治法第１００条第１３項及び会議規則第１６２条の規定により

議員を派遣する。

1 南あわじ市ふれあい文化芸能祭

(1) 芸能祭

(2)

(3)

(4) 全議員

期 間 令和 3年 11月 27日

派遣議員

、28日

議 員 派 遣 申 出 書

令和３年１１月２６日 臨 時 会

目 的

派遣場所 中央公民館



南あわじ市售会

議長　笞　口　 博　 ウこ　様

令和 ３年 １１ １２ ６日

議会運営委員会

委員長　 長　船

閉会 中の 継続 調査 中出售

七
日

本を員会は、 所掌事務のう ち次の事件について、 Ｍ会中の継続調をを・する

もの と決定したので、 会議規則第１ ０９ 条の規定によ り串 しｉます。

１ 事　　件

記

（１ ）議会Ｓ営に関する事項

（２ ）議会の会議規ＭＩ』 、委員会に関する 条イＭ等に関する 事瑕

（３ ）議Ｒの諮問に関する事項
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南あ わじ市議会

議長　谷　 口　 博　ウこ　様

閉

令和 ３年 １１ １２ ６日

総務文教常任委員会

委員長　 廣　 内　 孝　次

１＝

会中 の継 続調 を申 けｊ書
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本委員会は、 所管事務のう ち次の事件について、 Ｍ会中の継続調まを９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ｉ ます。

記

１． 事　　件

（１ ）市の総合的を画、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ＪＩと 財簒の確保について

（４ ）情報化の推進について

（５ ）離粍振Ｒが策について

（６ ）ｍ際夕波八び友好市むの訓まについて

（７ ）人権施策について・

（８ ）消防・ 防災対策の推進について

（９ ）教育の九実、ズイヒ ・スポーツの振Ｒと関４奈施敢のぎ備について

（１０） 青夕年のせを育成について

（１ １） き挙管ｊｌ委員会、Ｅま委員、 ミ定資ま評価審をを員会に関すること



南あ わじ市議会

議長　賂　 ロ　 博　 文　様

令和 ３年 １１ １２ ６日

産業厚生常任委員会　　　　　レ
委員・ｔ ま志 津子

＼
Ｗ

Ｍ会 中の 継続 調ま 申け１書

記

１． 事　　件

（１ ）税の賦氛徴ｌｔ又について

（２ ）生き環境の整備推ｔについて

（３ ）福祉ヌｔ策について

（４ ）介護保険と高齢化社会が策について

（５ ）Ｅ療体制とＳ康づく りの推進について

（６ ）商工業‾ｋ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） 下水道事業の推まについて

（１ １） 農業魘員会に関すること

本委員会 は、 所管事務のう ち次の事件について、 現会中の継続調をを要する

もの と決定したの で、 会議規覧第１ ０９ 条の規定によ り串 しｉます。



南あわじ市議会

議長　谷　 口　 博　ウこ　様

令和 ３年 １１ Ｒ２ ６日

議会のにおき四さ員会　ＴＴＴフ
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Ｍ会 中の 継続 調査 中ｉ書

本戔員会は、 所管事務のう ち次の事件について、 Ｒ会中の継続調ををＲ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ｍ ます。

記

１。 事　　件

（１ ）議会広報誌に関する事項

（２ ）議会報告会に関する事項

（３ ）議会ホームページに回する事項

（４ ）議会ライブ℡信、録画配信に回する事項

（５ ）その他議会ま報広聴活動に関する事項


