
令和４年第１回おいらせ町議会定例会議事日程（第１号） 
 

令和４年３月８日（火）午前１０時開議 

 

１．開会宣告 

 

２．議事日程の報告 

日程第 １ 議席の一部変更  

日程第 ２ 新議員の紹介  

日程第 ３ 会議録署名議員の指名  

  ・４番  澤 上   訓   議員  

  ・５番  木 村 忠 一   議員  

日程第 ４ 会期の決定  

  ・令和４年３月８日（火）から３月１１日（金）まで ４日間 

日程第 ５ 諸般の報告  

  ・議長報告（別紙）  

日程第 ６ 行政報告 

 

２件 

  ・まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗状況について  

  
・おいらせ町土地開発公社の経営状況及び清算結了の報告

について 
 

日程第 ７ 産業民生常任委員会委員の選任  

日程第 ８ 所信表明  

日程第 ９ 議案の一括上程 ４４件 

  
・承認第１号、諮問第１号、 

議案第２号から議案第４３号まで 
 

  ・提案理由の説明（おいらせ町長）  

日程第１０ 予算特別委員会の設置及び議案の付託  

  ・議案第３６号から議案第４３号まで付託 ８件 

  ・予算特別委員会正副委員長の互選  

 



日程第１１ 承認第 １ 号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度おい

らせ町一般会計補正予算（第９号）について） 

日程第１２ 諮問第 １ 号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めること

について 

日程第１３ 議案第 ２ 号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

日程第１４ 議案第 ３ 号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

日程第１５ 議案第 ４ 号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

日程第１６ 議案第 ５ 号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

日程第１７ 議案第 ６ 号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

日程第１８ 議案第 ７ 号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

日程第１９ 議案第 ８ 号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

日程第２０ 議案第 ９ 号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

日程第２１ 議案第１０号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

日程第２２ 議案第１１号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

日程第２３ 議案第１２号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

日程第２４ 議案第１３号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

日程第２５ 議案第１４号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 



日程第２６ 議案第１５号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

日程第２７ 議案第１６号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

日程第２８ 議案第１７号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

日程第２９ 議案第１８号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

日程第３０ 議案第１９号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

日程第３１ 議案第２０号 おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

 

  



令和４年第１回おいらせ町議会定例会議事日程（第２号） 

 

令和４年３月９日（水）午前１０時開議 

 

１．開会宣告 

 

２．議事日程の報告 

 

日程第 １ 一般質問  

 ・１席 ８番 平 野 敏 彦 議員 

日程第 ２ 議案第２１号 おいらせ町個人情報保護条例の一部を改正する条例に

ついて 

日程第 ３ 議案第２２号 おいらせ町職員の育児休業等に関する条例の一部を改

正する条例について 

日程第 ４ 議案第２３号 おいらせ町消防団条例及びおいらせ町特別職の職員で

非常勤のものの報酬及び費用弁償額に関する条例の一

部を改正する条例について 

日程第 ５ 議案第２４号 おいらせ町ひとり親家庭等医療費給付条例の一部を改

正する条例について 

日程第 ６ 議案第２５号 おいらせ町ふるさと水と土保全対策基金条例の廃止に

ついて 

日程第 ７ 議案第２６号 町道の路線廃止について 

日程第 ８ 議案第２７号 町道の路線認定について 

日程第 ９ 議案第２８号 令和３年度おいらせ町一般会計補正予算（第１０号）に

ついて 

日程第１０ 議案第２９号 令和３年度おいらせ町国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）について 



日程第１１ 議案第３０号 令和３年度おいらせ町奨学資金貸付事業特別会計補正

予算（第２号）について 

日程第１２ 議案第３１号 令和３年度おいらせ町公共下水道事業特別会計補正予

算（第３号）について 

日程第１３ 議案第３２号 令和３年度おいらせ町農業集落排水事業特別会計補正

予算（第３号）について 

日程第１４ 議案第３３号 令和３年度おいらせ町介護保険特別会計補正予算（第３

号）について 

日程第１５ 議案第３４号 令和３年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）について 

日程第１６ 議案第３５号 令和３年度おいらせ町病院事業会計補正予算（第４号）

について 

 

  



令和４年第１回おいらせ町議会定例会議事日程（第３号） 

 

令和４年３月１０日（木）午前１０時開議 

 

１．開会宣告 

 

２．議事日程の報告 

 

日程第 １ 議案第２９号 令和３年度おいらせ町国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）について 

日程第 ２ 議案第３０号 令和３年度おいらせ町奨学資金貸付事業特別会計補正

予算（第２号）について 

日程第 ３ 議案第３１号 令和３年度おいらせ町公共下水道事業特別会計補正予

算（第３号）について 

日程第 ４ 議案第３２号 令和３年度おいらせ町農業集落排水事業特別会計補正

予算（第３号）について 

日程第 ５ 議案第３３号 令和３年度おいらせ町介護保険特別会計補正予算（第３

号）について 

日程第 ６ 議案第３４号 令和３年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）について 

日程第 ７ 議案第３５号 令和３年度おいらせ町病院事業会計補正予算（第４号）

について 

   

  



 

令和４年第１回おいらせ町議会定例会 

 

予 算 特 別 委 員 会 

 

令和４年３月１０日（木）午前・後  時  分開議から 

令和４年３月１１日（金）午前・後  時  分閉議まで 

 

１．開会宣告 

 

２．付託議案審査 

 

議案第３６号 令和４年度おいらせ町一般会計予算について 

議案第３７号 令和４年度おいらせ町国民健康保険特別会計予算について 

議案第３８号 令和４年度おいらせ町奨学資金貸付事業特別会計予算について 

議案第３９号 令和４年度おいらせ町公共下水道事業特別会計予算について 

議案第４０号 令和４年度おいらせ町農業集落排水事業特別会計予算について 

議案第４１号 令和４年度おいらせ町介護保険特別会計予算について 

議案第４２号 令和４年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計予算について 

議案第４３号 令和４年度おいらせ町病院事業会計予算について 

 

 

  



令和４年 第１回おいらせ町議会定例会議事日程（第４号） 

 

令和４年３月１１日（金）午前  時開議 

１．開会宣告 

 

２．議事日程の報告 

 

日程第 １ 議案第３６号 令和４年度おいらせ町一般会計予算について 

日程第 ２ 議案第３７号 令和４年度おいらせ町国民健康保険特別会計予算につ

いて 

日程第 ３ 議案第３８号 令和４年度おいらせ町奨学資金貸付事業特別会計予算

について 

日程第 ４ 議案第３９号 令和４年度おいらせ町公共下水道事業特別会計予算に

ついて 

日程第 ５ 議案第４０号 令和４年度おいらせ町農業集落排水事業特別会計予算

について 

日程第 ６ 議案第４１号 令和４年度おいらせ町介護保険特別会計予算について 

日程第 ７ 議案第４２号 令和４年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計予算に

ついて 

日程第 ８ 議案第４３号 令和４年度おいらせ町病院事業会計予算について 

日程第 ９ 発委第１号 ロシアのウクライナ侵攻に対して抗議する決議（案）に

ついて 

日程第１０ 陳情第１号 「水田活用の直接支払交付金」の見直しを中止し、農家

経営支援の強化を求める意見書の提出についての審査

結果報告について 

日程第１１ 委員会の閉会中の継続調査申出について 

（議会運営委員会） 

１件 

日程第１２ 議案の上程 １件 

  ・議案第４４号 

  提案理由の説明（おいらせ町長） 

日程第１３ 議案第４４号 おいらせ町学校給食費の免除に関する条例の一部を改

正する条例について 
 

  



令和４年 第１回おいらせ町議会定例会議事日程（第４号の１） 

 

令和４年３月１１日（金）午前・午後  時  分開議 

 

 

追加日程第１ 発委第２号 「水田活用の直接支払交付金」の見直しを中止し、

農家経営支援の強化を求める意見書の提出について 

 

３．閉会宣告 


