
 ９月７日から９月21日までの15日間

  ※本会議は１０時開会

日次 月日 曜日
開始
時刻

付記

第１日 9月7日 火 10時 日程第 1 　

日程第 2 　

日程第 3 報告第 1号 報告

日程第 4 報告第 2号 報告

日程第 5 議案第13号 上程～採決

日程第 6 議案第14号 上程～採決

日程第 7 選挙第 1号 選挙

日程第 8 議案第 7号 上程～付託

日程第 9 議案第 8号 上程～付託

日程第10 議案第 9号 上程～採決

日程第11 議案第10号 上程～採決

日程第12 議案第11号 上程～採決

日程第13 議案第12号 上程～採決

日程第14 議案第 1号 上程～採決

日程第15 議案第 2号 上程～採決

日程第16 議案第 3号 上程～採決

日程第17 議案第 4号 上程～採決

日程第18 議案第 5号 上程～採決

日程第19 議案第 6号 上程～採決

日程第20 議案第15号 上程～採決

日程第21 議案第16号 上程～採決

日程第22 認定第 1号
上程～提案
理由説明

　

日程第23 認定第 2号
上程～提案
理由説明

日程第24 認定第 3号
上程～提案
理由説明

日程第25 認定第 4号
上程～提案
理由説明

日程第26 認定第 5号
上程～提案
理由説明

日程第27 認定第 6号
上程～提案
理由説明

日程第28 認定第 7号
上程～提案
理由説明

日程第29 認定第 8号
上程～提案
理由説明

日程第30 付託第 1号 上程～付託

 令和２年度那須烏山市国民健康保険特別会計決算の認定について

 訴えの提起の変更に係る追認議決を求めることについて

 令和２年度那須烏山市水道事業会計未処分利益余剰金の処分について

 令和２年度那須烏山市農業集落排水事業特別会計決算の認定について

 令和２年度那須烏山市熊田診療所特別会計決算の認定について

 那須烏山市教育委員会委員の任命同意について

 那須烏山市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について

 那須烏山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する
 基準を定める条例の一部改正について

 令和２年度那須烏山市後期高齢者医療特別会計決算の認定について

 那須烏山市選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について

 那須烏山市まち・ひと・しごと創生推進基金設置及び管理条例の制定
 について

 那須烏山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
 関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
 の一部改正について

 那須烏山市個人情報保護条例の一部改正について

 令和３年度那須烏山市下水道事業特別会計補正予算（第１号）について

 令和３年度那須烏山市水道事業会計補正予算（第１号）について

 那須烏山市手数料条例の一部改正について

 令和３年度那須烏山市一般会計補正予算（第４号）について

令和３年第５回那須烏山市議会９月定例会の会期及び日程

議事・議案

 会議録署名議員の指名について

 会期の決定について

 一般財団法人那須烏山市農業公社の経営状況説明書の提出について

 令和２年度健全化判断比率及び資金不足比率について

１　会　　期

２　会期中の日程

 請願書等の付託について

 令和２年度那須烏山市介護保険特別会計決算の認定について

 令和２年度那須烏山市下水道事業特別会計決算の認定について

 令和２年度那須烏山市水道事業会計決算の認定について

 人権擁護委員候補者の推薦について

 令和３年度那須烏山市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について

 令和２年度那須烏山市一般会計決算の認定について

 令和３年度那須烏山市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につい
 て

 令和３年度介護保険特別会計補正予算（第１号）について
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日次 月日 曜日
開始
時刻

付記議事・議案

第２日 9月8日 水 10時 日程第 1

一般質問

（４名）

委員会

第３日 9月9日 木 10時 日程第 1

一般質問

（４名）

　

４０分

６０分

４５分

　相馬　正典　議員

　興野　一美　議員

　議会広報委員会（本会議終了後に開催）

３　那珂川緊急治水対策プロジェクトについて

１　新型コロナワクチン接種の推進及び障がい者、
　　要配慮者等の対応について

３　ＡＥＤ設置状況と市職員の救命講習受講状況について

　平塚　英教　議員

２　太陽光発電設備等による災害対策について

２　龍門ふるさと民芸館について

４　市内ヘリポートの増設について

２　防災行政無線のデジタル化について

３　県の「とちぎの道路・交通ビジョン２０２１」策定に
　　伴う市の将来像について

５　道路案内の増設について

１　ふるさと納税の現状と今後について

１　烏山地区下水道処理施設の浸水対策について

２　保育園内の新型コロナ集団感染について

２　下水道事業の「ストックマネジメント」計画策定につ
　　て

　村上　進一　議員

　中山　五男　議員

４　ＳＮＳ被害に対する市の取り組みについて

　堀江　清一　議員

１　熊田診療所について

３　新型コロナウイルスワクチン接種計画及び対策について

　青木　敏久　議員

１　学校教育について

２　熊田診療所の在り方について

１　太陽光発電施設と防災について

　滝口　貴史　議員

４　新聞を教材にした学校教育について

６０分

２　流域治水関連法改正について

４　過疎指定について

６０分

６０分

３　烏山体育館について

６０分

１　新型コロナウイルス対策について

６０分

３　ふるさと応援寄附金の現状と推進方策及び商品開発につ
　　いて

１　市内の耕作放棄地について

５　烏山城跡の国史跡指定に向けた進捗状況について
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日次 月日 曜日
開始
時刻

付記議事・議案

第４日 9月10日 金 10時 日程第 1

一般質問

（３名）

委員会

第５日 9月11日 土 休　　会

第６日 9月12日 日 休　　会

第７日 9月13日 月 10時 日程第 1
　認定第 1号

～第 8号
質疑～

委員会付託

第８日 9月14日 火
9時
30分

委員会
決算審査、

制定条例審査、
請願書等審査

第９日 9月15日 水 9時 委員会
決算審査、

制定条例審査、
請願書等審査

第10日 9月16日 木 休　　会

第11日 9月17日 金 休　　会

第12日 9月18日 土 休　　会

第13日 9月19日 日 休　　会

第14日 9月20日 月 休　　会

第15日 9月21日 火 10時 日程第 1 発議第 1号 上程～採決

日程第 2
追加議案
第 1号

上程～採決

日程第 3
議案第 7号

・ 8号
委員長報告

～採決

日程第 4
認定第 1号
～第 8号

委員長報告
～採決

日程第 5
委員長報告

～採決

日程第 6
意見書案
第 1号

上程～採決

日程第 7
意見書案
第 2号

上程～採決

６０分

２　本市のＳＤＧｓの取り組みについて

　令和3年度那須烏山市一般会計補正予算（第5号）について

　議会改革特別委員会（本会議終了後に開催）

　那須烏山市決算の認定について

　那須烏山市議会議員定数条例の一部改正について

　常任委員会

　常任委員会

４　八溝そばブランドの育成と展開について

３　マイナンバーカードの普及と活用について

　休日

２　キャッシュレス決済への対応について

　議事整理

３　企業版ふるさと納税のさらなる活用について

　矢板　清枝　議員

６０分

　休日

１　こども医療費助成制度の拡充について

１　３期目の教育長に期待すること

６０分

　荒井　浩二　議員

１　農業の振興について

２　コロナ禍における女性の負担軽減について

　小堀　道和　議員

　請願書等審査結果の報告について

　条例の制定について

　那須烏山市決算の認定について

  核兵器禁止条約への参加、批准を求める意見書の提出について

  コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書
  の提出について

　休日

　休日

　議事整理

　休日
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新規受付の請願書等

　　　　　陳情書第 3号　老朽危険空き家除却費補助金について

　　　　　陳情書第 4号　核兵器禁止条約への参加、批准を求める意見書提出を求める陳情書

　 □各常任委員会の所管課等

○総務企画常任委員会：

○文教福祉常任委員会： 市民課、健康福祉課、こども課、学校教育課、生涯学習課

○経済建設常任委員会： 農政課、商工観光課、都市建設課、上下水道課、農業委員会

　

総合政策課、まちづくり課、総務課、税務課、会計課、議会事務局、

監査委員、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会

通信機器の使用について

○那須烏山市議会では、議会が開催するすべての会議において審議・審査の深化を図るため、また、今後の議会ＩＣＴ化の

足掛かりとするため、会議中の情報通信機器の使用を認めています。

【使用できる者】 議員、執行部（市長、副市長、教育長、課長等）、議会事務局職員

那須烏山市議会の傍聴について

○新型コロナウイルス感染症対策として、現在、傍聴席の定員を30席から10席に制限しております。定員を超えた場合は、

第1委員会室のモニターで傍聴していただくことになります。

傍聴する際は、次の感染防止策にご協力お願いいたします。

・マスクを必ず着用してください。（マスクは各自でご用意下さい。）

・当日の朝に、体調がすぐれない人は入場をお控えください。

・手洗い、アルコール消毒の徹底をお願いいたします。（アルコール消毒液を配置しています。）

○今定例会の傍聴につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の状況を踏まえ、自粛のご協力をお願いいたします。


