心と身体の健やかな児童と生 徒を育てる条例設定 ６月定例会
（いじめ防止条例）
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建設工事請負契約の締結 相手方:星川建設株式会社、
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め﹂のない町づくりを進

ゴミ減量

柳原地区（起点：有屋字下田表２３５番８〜終点：有
屋字下田表２２１番２２）の道路を住民生活を営む
路線として整備するため町道として認定するもの

害への対応︑観光大使︑高齢者施策について活発

中村忠行議員

本会議質疑要旨
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予算（第２号）直診勘定

食品

町道の路線認定について
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づくりと心と身体が健やかな児童と生徒を育てるた
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１．平成２８年度補正予算（全会計共通事項として職員人事異動に係る人件費の組替補正を計上）

設置や障がい者福祉サー
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わが町の宝であり︑笑顔

27

116万円
・火葬場管理､修繕費 246万円
・森林LP計測業務委託料
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・その他各会計への繰出金の増･減額など
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６月議会定例会提出議案
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名
計
会
議運番号

（６月７〜９日）

