
第３１４回北谷町議会定例会付議事件一覧及びその結果 

事件番号 事件名 議決年月日 議決結果 

議案第５２号 
北谷町国民健康保険条例の一部を改正する条

例について 
平成 18年 9月 29日 原案可決 

議案第５３号 北谷町国民保護協議会条例の制定について 平成 18年 10月 13日 原案可決 

議案第５４号 
北谷町国民保護対策本部及び緊急対処事態対

策本部条例の制定について 
平成 18年 10月 13日 原案可決 

議案第５５号 
平成１８年度北谷町一般会計補正予算(第２号)

について 
平成 18年 9月 29日 原案可決 

議案第５６号 
平成１８年度北谷町国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）について 
平成 18年 9月 29日 原案可決 

議案第５７号 
平成１８年度北谷町公共下水道事業特別会計

補正予算（第１号）について 
平成 18年 9月 29日 原案可決 

議案第５８号 
平成１７年度北谷町水道事業剰余金処分につい

て 
平成 18年 10月 13日 可決 

議案第５９号 あらたに生じた土地の確認について 平成 18年 10月 13日 可決 

議案第６０号 字の区域の変更について 平成 18年 10月 13日 可決 

議案第６１号 
桑江浜川線交差点改良工事に係る公有水面埋

立免許の意見に関する議決について 
平成 18年 10月 13日 意見なし 

議案第６２号 奈留川排水路工事（その１）請負契約について 平成 18年 10月 13日 可決 

議案第６３号 
桑江伊平土地区画整理事業奈留川排水路ボッ

クス設置工事請負契約について 
平成 18年 10月 13日 可決 

認定第 ４号 
平成１７年度北谷町一般会計歳入歳出決算認

定について 
平成 18年 10月 13日 認定 

認定第 ５号 
平成１７年度北谷町国民健康保険特別会計歳

入歳出決算認定について 
平成 18年 10月 13日 認定 

認定第 ６号 
平成１７年度北谷町老人保健特別会計歳入歳

出決算認定について 
平成 18年 10月 13日 認定 

認定第 ７号 
平成１７年度北谷町公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算認定について 
平成 18年 10月 13日 認定 



認定第 ８号 
平成１７年度北谷町水道事業会計決算認定に

ついて 
平成 18年 10月 13日 認定 

同意第 ４号 教育委員会委員の任命について （傳導光枝） 平成 18年 9月 29日 同意 

同意第 ５号 監査委員の選任について （稲嶺盛仁） 平成 18年 10月 13日 同意 

選挙第 １号 議長の選挙 （宮里友常） 平成 18年 9月 28日    当選 

選挙第 ２号 副議長の選挙 （亀谷長久） 平成 18年 9月 28日  当選 

選挙第 ３号 
倉浜衛生施設組合議会議員の選挙        

（仲地泰夫、中村重一） 
平成 18年 9月 28日   当選 

選挙第 ４号 
比謝川行政事務組合議会議員の選挙      

（宮里友常、洲鎌長榮、安里順一）  
平成 18年 9月 28日  当選  

選挙第 ５号 
沖縄県介護保険広域連合議会議員の選挙   

（與儀 朝祺）  
平成 18年 9月 28日  当選  

選挙第 ６号 
北谷町育英会理事の互選 （金城紀昭、玉那覇

淑子、渡久地政志、目取眞肇、與那覇美佐子） 
平成 18年 9月 28日  当選 

発議第１９号 
北谷町議会委員会条例の一部を改正する条例

について 
平成 18年 9月 28日 原案可決 

発議第２０号 

基地対策特別委員会設置に関する決議 （委員

長 照屋正治、副委員長 渡久地政志、委員 

玉那覇淑子、仲村光德、與那覇美佐子、中村重

一、洲鎌長榮、大嶺勇、安里順一） 

平成 18年 9月 28日 原案可決 

発議第２１号 

議会広報調査特別委員会設置に関する決議 

（委員長 仲地泰夫、副委員長 照屋正治、委員 

金城紀昭、玉那覇淑子、渡久地政志、目取眞

肇） 

平成 18年 9月 28日 原案可決 

発議第２２号 嘉手納基地の機能強化に反対する抗議決議 平成 18年 10月 13日 原案可決 

発議第２３号 嘉手納基地の機能強化に反対する意見書 平成 18年 10月 13日 原案可決 

発議第２４号 
義務教育費国庫負担制度の堅持等に関する意

見書 
平成 18年 10月 13日 採択 

陳情第１５号 義務教育費国庫負担制度維持に関する陳情書 平成 18年 10月 13日 採択 



陳情第１８号 

「沖縄県における揮発油及び地方道路税の軽減

措置」の継続延長に関する意見書採択方の要

請について 

平成 18年 10月 13日 採択 

陳情第２０号 特別支援教育推進体制について 平成 18年 10月 13日 採択 

  

常任委員の選任（【総務財政常任委員会】（委員

長 仲村光德、副委員長 與那覇美佐子、委員 

照屋正治、阿波根弘、安里順一、亀谷長久） 

【経済工務常任委員会】（委員長 大嶺勇、副委

員長 洲鎌長榮、委員 田場健儀、稲嶺盛仁、

新城幸男、與儀朝祺） 【文教厚生常任委員会】

（委員長 中村重一、副委員長 金城紀昭、委員 

玉那覇淑子、渡久地政志、目取眞肇、仲地泰

夫）） 

平成 18年 9月 28日 選任 

  議長の常任委員の辞任 （宮里友常） 平成 18年 9月 28日 同意 

  

議会運営委員の選任 （委員長 與儀朝祺、副

委員長 中村重一、委員 仲村光德、大嶺勇、

田場健儀、新城幸男） 

平成 18年 9月 28日 選任 

  議員派遣の件 平成 18年 10月 11日  原案可決 

  

議員派遣の件 

 ・沖縄県町村議会議長会主催「町村議会議員・

事務局職員研修会」 

平成 18年 10月 13日 原案可決 

  

委員会の閉会中の継続調査 

 ・子育て支援事業について（文教厚生常任委

員会）   

 ・次期定例会の日程等及び議会運営に関する

事項並びに議長の諮問に関する事項（議会運営

委員会） 

平成 18年 10月 13日 可決 

 


