
第１

（ 議員、 高　橋　　　真 議員）

第 2

第 3 報告第148号

第 4 議案第289号

第 5 議案第290号

第 6

第 7 議案第297号

第 8 議案第299号

第 9 議案第300号

第10

第11 認定第22号

第12 報告第149号

　説　　明

第13 議案第288号

第14

第15

第16

第17 議案第294号

第18 財産の購入について

報告について

　説　　明

沖縄市学習等供用施設等条例の一部を改正する条例

　説　　明

　説　　明

沖縄市国民健康保険条例の一部を改正する条例

　説　　明

　説　　明

議案第298号

令和３年９月第４１７回 沖縄市議会定例会

議事日程  第１号

令和３年９月９日（木）  午前１０時  開会

会議録署名議員の指名

町　田　裕　介

会期の決定

（ 　９ 月 ９ 日 ～ 　９ 月 ３ ０ 日 、 ２ ２ 日 間 ）

専決処分の報告について

　説　　明

議案第291号 沖縄市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例

　説　　明

沖縄市議会議員及び沖縄市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用

　説　　明

ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例

沖縄市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例

　説　　明

沖縄市知花保育所建替工事（建築）の請負契約変更について

　説　　明

沖縄市名誉市民の決定について

　説　　明

　説　　明

沖縄市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて

議案第303号 令和３年度沖縄市一般会計補正予算（第４号）

　説　　明

令和２年度沖縄市一般会計歳入歳出決算認定について

議案第292号

　説　　明

沖縄市立学校設置条例の一部を改正する条例

沖縄市火入れに関する条例の一部を改正する条例

令和２年度決算に基づく沖縄市財政の健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の

　説　　明

議案第295号

沖縄市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例

議案第293号



第19

第20

第21 議案第306号

第22 認定第23号

第23 認定第24号

第24 認定第25号

　説　　明

第25 報告第150号

　説　　明

第26 議案第296号

第27 議案第301号

第28 議案第302号

第29

第30 議案第308号

第31 議案第309号

第32 認定第26号

　説　　明

第33 認定第27号

　説　　明

第34 認定第28号

　説　　明 散会　１１：５６

　説　　明

　説　　明

令和３年度沖縄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）

令和２年度沖縄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

令和２年度沖縄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について

令和３年度沖縄市教育行政の事務の点検及び評価に関する報告書（令和２年度実施事業）

令和２年度沖縄市下水道事業会計決算認定について

令和２年度沖縄市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について

令和２年度沖縄市水道事業会計決算認定について

令和３年度沖縄市下水道事業会計補正予算（第２号）

令和３年度沖縄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

　説　　明

令和３年度沖縄市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

　説　　明

令和２年度沖縄市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

　説　　明

令和２年度沖縄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

　説　　明

　説　　明

　説　　明

について（提出）

令和３年度沖縄市土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）

沖縄市都市公園条例の一部を改正する条例

　説　　明

議案第304号

令和３年度沖縄市水道事業会計補正予算（第１号）

　説　　明

議案第307号

　説　　明

議案第305号

令和２年度沖縄市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について



第 1 報告第148号

第 2 議案第288号

第 3 議案第289号

第 4 議案第290号

第 5

第 6

第 7

第 8 議案第294号

第 9

第10 議案第296号

第11 議案第297号

第12 財産の購入について

第13 議案第299号

第14 議案第300号

第15 議案第301号

第16 議案第302号

第17

第18

第19

第20 議案第306号

令和３年９月第４１７回 沖縄市議会定例会

議事日程  第２号

令和３年９月１３日（月）  午前１０時  開議

沖縄市議会議員及び沖縄市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用

ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例

総務委員会付託

沖縄市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例

総務委員会付託

専決処分の報告について

報　　告

沖縄市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例

市民経済委員会付託

教育福祉委員会付託

議案第293号 沖縄市学習等供用施設等条例の一部を改正する条例

市民経済委員会付託

議案第291号 沖縄市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例

総務委員会付託

議案第292号 沖縄市立学校設置条例の一部を改正する条例

沖縄市都市公園条例の一部を改正する条例

建設委員会付託

沖縄市知花保育所建替工事（建築）の請負契約変更について

総務委員会付託

議案第298号

沖縄市国民健康保険条例の一部を改正する条例

教育福祉委員会付託

議案第295号 沖縄市火入れに関する条例の一部を改正する条例

市民経済委員会付託

令和２年度沖縄市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

原案可決

令和２年度沖縄市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

原案可決

教育福祉委員会付託

沖縄市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて

同　　意

沖縄市名誉市民の決定について

同　　意

原案可決

議案第305号 令和３年度沖縄市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

原案可決

議案第303号 令和３年度沖縄市一般会計補正予算（第４号）

原案可決

議案第304号 令和３年度沖縄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

令和３年度沖縄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）

原案可決



第21

第22 議案第308号

第23 議案第309号

第24 認定第22号

第25 認定第23号

第26 認定第24号

第27 認定第25号

第28 認定第26号

第29 認定第27号

第30 認定第28号

第31 報告第149号

第32 報告第150号

散会　１4：２１報　　告

令和３年度沖縄市水道事業会計補正予算（第１号）

原案可決

令和３年度沖縄市下水道事業会計補正予算（第２号）

原案可決

議案第307号 令和３年度沖縄市土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）

原案可決

令和２年度沖縄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

教育福祉委員会付託

令和２年度沖縄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について

令和２年度沖縄市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について

令和２年度沖縄市一般会計歳入歳出決算認定について

決算審査特別委員会付託

令和２年度沖縄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

教育福祉委員会付託

教育福祉委員会付託

報告について

令和３年度沖縄市教育行政の事務の点検及び評価に関する報告書（令和２年度実施事業）

について（提出）

令和２年度沖縄市水道事業会計決算認定について

令和２年度沖縄市下水道事業会計決算認定について

令和２年度決算に基づく沖縄市財政の健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の

建設委員会付託

建設委員会付託

建設委員会付託

報　　告



第 1

1 伊　佐　　　強

2 藤  山  勇  一

3 森　山　政　和

4 屋富祖　　　功

5 仲宗根　　誠

延会　１７：４４

令和３年９月第４１７回 沖縄市議会定例会

議事日程  第３号

令和３年９月２１日（火）  午前１０時  開議

一　　般　　質　　問



第 1

1 前　宮　美津子

2 島　田　　　茂

3 上　地　　　崇

4 小　谷　良　博

5 宮　城　　　浩

延会　１６：２４

一 般 質 問

令和３年９月第４１７回 沖縄市議会定例会

議事日程  第４号

令和３年９月２２日（水）  午前１０時  開議



第 1

1 稲　嶺　隆　之

2 眞榮城　健　二

3 高　橋　　　真

4 金　城　由　美

5 瑞慶山　良一郎

延会　１６：２７

令和３年９月第４１７回 沖縄市議会定例会

議事日程  第５号

令和３年９月２４日（金）  午前１０時  開議

一 般 質 問



第 1

1 桑　江　直　哉

2 諸見里　宏　美

3 伊禮　　　悟

4 阿多利　　　修

5 喜友名　朝彦

延会　１６：４３

令和３年９月第４１７回 沖縄市議会定例会

議事日程  第６号

令和３年９月２７日（月）  午前１０時  開議

一 般 質 問



第 1

1 喜友名　秀　樹

2 嵩　元　直　萌

3 栄野比　和　光

4 高江洲　義　八

5 新　里　治　利

延会　１６：５４

令和３年９月第４１７回 沖縄市議会定例会
議事日程  第７号

令和３年９月２８日（火）  午前１０時  開議

一 般 質 問



第 1

1 町　田　裕　介

2 池　原　秀　明

3 大　城　　　隼

4 新　屋　　　勝

散会　１５：４０

令和３年９月第４１７回 沖縄市議会定例会
議事日程  第８号

令和３年９月２９日（水）  午前１０時  開議

一 般 質 問



第1 議案第288号

原案可決

第2 議案第293号

原案可決

第3 議案第295号

原案可決

第4 議案第289号

原案可決

第5 議案第290号

原案可決

第6 議案第291号

原案可決

第7 議案第297号

原案可決

第8 議案第292号

原案可決

第9 議案第294号

原案可決

第10 議案第298号 財産の購入について

原案可決

第11 陳情第 55号 日常生活用具給付等事業の排泄管理支援用具の給付対象者を拡充するよう

求める陳情

採　　択

第12 議案第296号

原案可決

第13 議案第310号

説明　⇒　原案可決

第14 議案第311号

説明　⇒　原案可決

第15 議案第312号

説明　⇒　原案可決

第16 議案第313号

説明　⇒　原案可決

第17 議案第314号

説明　⇒　原案可決

第18 議案第315号

説明　⇒　原案可決

第19 議案第316号

説明　⇒　原案可決

令和３年９月第４１７回 沖縄市議会定例会
議事日程  第９号

令和３年９月３０日（木）  午前１０時  開議

沖縄市火入れに関する条例の一部を改正する条例

沖縄市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例

（市民経済委員長　報告）

沖縄市議会議員及び沖縄市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙

沖縄市学習等供用施設等条例の一部を改正する条例

（市民経済委員長　報告）

（市民経済委員長　報告）

（総務委員長　報告）

運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例

沖縄市立学校設置条例の一部を改正する条例

（教育福祉委員長　報告）

沖縄市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例

（総務委員長　報告）

沖縄市知花保育所建替工事（建築）の請負契約変更について

（総務委員長　報告）

沖縄市国民健康保険条例の一部を改正する条例

（教育福祉委員長　報告）

沖縄市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例

（総務委員長　報告）

財産の購入について

（教育福祉委員長　報告）

沖縄こどもの国クマ舎周辺エリア整備工事（第2期）の請負契約について

コザ運動公園隣接駐車場建設工事（その1）の請負契約について

財産の購入について

沖縄市都市公園条例の一部を改正する条例

（建設委員長　報告）

（教育福祉委員長　報告）

財産の購入について

財産の購入について

令和3年度沖縄市一般会計補正予算（第5号）



第20

承　認

認定第23号

認定第24号

認定第25号

陳情第100号

認定第26号

認定第27号

認定第28号

陳情第98号

第21 報告第151号

第22 報告第152号

第23 報告第153号

                                                      報　告

第24 報告第154号

第25 報告第155号

第26 報告第156号

第27 報告第157号

　　　　　散会　１６：２７

閉会中継続審査の申し出について

（教育福祉委員長　提出）

（教育福祉委員長　提出）

（教育福祉委員長　提出）

学校施設に自家用車両を駐車する教職員への駐車料金徴収に関する陳情書

令和２年度沖縄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

（教育福祉委員長　提出）

令和２年度沖縄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

例月出納検査報告書

令和２年度沖縄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について

令和２年度沖縄市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について

令和２年度沖縄市水道事業会計決算認定について

温室効果ガス排出量を削減する施設建設等に関する陳情

（建設委員長　提出）

（建設委員長　提出）

（建設委員長　提出）

（市民経済委員長　提出）

令和２年度沖縄市下水道事業会計決算認定について

例月出納検査報告書

　

例月出納検査報告書

例月出納検査報告書

諸般の報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報　告

例月出納検査報告書

例月出納検査報告書


