
市　　　長 平成25年12月4日

市　　　長

市　　　長 平成25年12月4日

市　　　長 平成25年12月4日

議案第92号

平成２５年度宮古島市一般会計補正予算（第５
号）

議案第94号

議案第90号

宮古島市現業職員の給与の種類及び基準に
関する条例の一部を改正する条例

宮古島市職員の給与に関する条例等の一部
を改正する条例

宮古島市職員の定年等に関する条例の一部
を改正する条例

宮古島市職員の勤務時間、休暇等に関する条
例の一部を改正する条例

平成25年12月18日 原案可決

平成２５年度宮古島市港湾事業特別会計補正
予算（第３号）

平成25年12月18日 継続審査

市　　　長 平成25年12月18日 原案可決

平成25年12月18日 原案可決平成25年12月4日

原案可決

平成25年12月4日

平成25年12月18日

宮古島市職員の再任用に関する条例

平成２５年度宮古島市介護保険特別会計補正
予算（第２号）

平成２５年度宮古島市水道事業会計補正予算
（第２号）

議案第93号

市　　　長

議案第95号

上　程　案　件　処　理　結　果

議案番号 件　　　　　名 提　案　者 提出月日 処理月日 結果

平成25年12月4日 原案可決平成25年12月18日

平成25年12月18日 継続審査

議案第97号

議案第96号

議案第98号
継続審査市　　　長 平成25年12月4日 平成25年12月18日

議案第100号

議案第99号

議案第101号 宮古島市介護保険条例の一部を改正する条
例

平成25年12月18日平成25年12月4日市　　　長

宮古島市の督促手数料及び延滞金徴収条例
の一部を改正する条例

市　　　長

平成25年12月4日

平成25年12月18日 継続審査

市　　　長

平成25年12月4日

平成25年12月18日

原案可決平成25年12月18日

平成25年12月18日 原案可決

原案可決

原案可決

議案第103号

議案第102号

議案第104号
平成25年12月18日

議案第105号

宮古島市農漁業集落排水処理施設条例の一
部を改正する条例

宮古島市下水道条例の一部を改正する条例

宮古島市水道事業給水条例の一部を改正す
る条例

原案可決市　　　長

平成25年12月18日

平成25年12月4日

原案可決

議案第109号

原案可決

平成25年12月4日

議案第108号

市　　　長

宮古島市伊良部カントリーパーク条例の一部
を改正する条例

議案第107号

平成25年12月4日市　　　長

宮古島市勤労者体育センター条例の一部を改
正する条例

議案第106号
市　　　長

市　　　長

市　　　長

議案第110号

原案可決

議案第111号

原案可決

原案可決

市　　　長

市　　　長

平成25年12月4日 平成25年12月18日

平成25年12月4日 原案可決

原案可決

平成25年12月18日

平成25年12月18日

平成25年12月18日

市　　　長

市　　　長 平成25年12月4日

平成25年12月4日

継続審査平成25年12月4日 平成25年12月18日

平成25年12月18日

平成25年12月18日

平成25年12月4日

議案第91号 平成２５年度宮古島市国民健康保険事業特別
会計補正予算（第２号） 市　　　長

平成25年12月4日

平成25年12月4日
宮古島市観光施設等の設置及び管理に関す
る条例の一部を改正する条例

宮古島市上野トロピカルフルーツパーク設置
及び管理に関する条例の一部を改正する条例

平成25年12月4日

市　　　長

宮古島市港湾施設管理条例の一部を改正す
る条例

宮古島市後期高齢者医療に関する条例の一
部を改正する条例

宮古島市宮古伝統工芸品研究センター条例
の全部を改正する条例



議案番号 件　　　　　名 提　案　者 提出月日 処理月日 結果

平成25年12月18日 平成25年12月18日

当選人
順位第1位
具志堅　幾男
順位第2位
宮平　エミ
順位第3位
我如古　三雄
順位第4位
下地　盛雄

選挙第 5 号 宮古島市選挙管理委員会補充員の選挙につ
いて

平成25年12月18日 平成25年12月18日

当選人
下地　淳德
平良　寛明
友利　龍雄
根間　秀昌

市　　　長 平成25年12月4日 平成25年12月18日 同　　　意

選挙第 4 号 宮古島市選挙管理委員会委員の選挙につい
て

同意案第6号 監査委員の選任について

平成25年12月18日 原案可決

報告第19号 財団法人宮古島市公共施設管理公社の経営
状況を説明する書類の提出について 市　　　長 平成25年12月4日

平成25年12月4日 平成25年12月18日 原案可決

議案第123号 宮古島市営住宅指定管理者の指定について
市　　　長 平成25年12月4日

議案第122号 宮古島市下地・上野地域密着型介護事業所
指定管理者の指定について 市　　　長

工事請負契約の追認議決を求めることについ
て

市営土地改良事業（農用地保全）七又地区の
施行について

市営土地改良事業（区画整理）山田地区の施
行について

議案第114号

市営土地改良事業（区画整理・農業用用排水
施設）大牧西地区の施行について

議案第112号

議案第120号
平成25年12月4日

平成25年12月4日

団体営農地保全整備事業（宮国地区）の計画
変更について

議案第115号

市　　　長

議案第113号

市営土地改良事業（区画整理）南上原地区の
施行について

議案第116号

原案可決

平成25年12月18日

原案可決

原案可決

原案可決市　　　長

市営土地改良事業（農用地保全）来間北地区
の施行について

議案第121号

原案可決

平成25年12月18日

平成25年12月18日

議案第117号

議案第118号

議決内容の一部変更について

議案第119号

平成25年12月4日

平成25年12月18日

平成25年12月11日

市　　　長 平成25年12月4日

平成25年12月4日 平成25年12月18日

原案可決平成25年12月18日

原案可決

原案可決

原案可決

承　　　認

原案可決

平成25年12月18日

平成25年12月18日

平成25年12月4日

市　　　長 平成25年12月4日

平成25年12月4日市　　　長

平成25年12月18日平成25年12月4日

平成25年12月4日市　　　長

土地売買契約書の一部変更契約について

市　　　長

市　　　長

市　　　長

平成25年12月18日

市　　　長

市　　　長 平成25年12月11日

字の区域の変更について

議案第１１３号市営土地改良事業（区画整理・
農業用用排水施設）大牧西地区の施行につい
ての訂正について



議案番号 件　　　　　名 提　案　者 提出月日 処理月日 結果

注１．

注２．会議録は、調製次第後送。

平成25年12月18日 原案可決

地方自治法第１６条第１項及び第２１９条第１項の規定による議決書の送付は、本報告書をもって替え
る。

平成25年12月4日 審議未了
消費税廃止沖縄県各
界連絡会
代表委員　仲本　興
真

意見書案第9号 民間戦争被害者を救済する「新たな援護法」の
制定を求める意見書 文教社会委員会 平成25年12月18日

陳情書第15号 国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の
提出を求める陳情書

平成25年12月4日 審議未了

沖縄・民間戦争被害
者の会
会長　野里　千恵子

平成25年12月4日 平成25年12月18日 採　　　択

陳情書第14号 陳情書（特定秘密の保護に関する法律案に反
対する市議会議決等採決の要請について） 沖縄平和運動セン

ター
議長　山城　博治

陳情書第13号 陳情書（民間戦争被害者を救済する「新たな
援護法」の制定を求める意見書について）


