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議案第３６号 砂川市東地区コミュニティセンターの指定管理者の指定に

ついて

議案第３７号 砂川市南地区コミュニティセンターの指定管理者の指定に

ついて

議案第３８号 砂川市オートスポーツランドの指定管理者の指定について

議案第３９号 砂川市老人憩の家の指定管理者の指定について

議案第４０号 砂川市北吉野コミュニティセンターの指定管理者の指定に

ついて

議案第４１号 砂川市過疎地域自立促進市町村計画の変更について

議案第４２号 市道路線の認定について

議案第 ７号 平成３０年度砂川市一般会計予算

議案第 ８号 平成３０年度砂川市国民健康保険特別会計予算

議案第 ９号 平成３０年度砂川市下水道事業特別会計予算

議案第１０号 平成３０年度砂川市介護保険特別会計予算

議案第１１号 平成３０年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算

…………………………議案第１２号 平成３０年度砂川市病院事業会計予算 ２８７

……………〇日程第 ２ 議案第４３号 平成２９年度砂川市一般会計補正予算（第７号） ２９３

〇日程第 ３ 議案第４４号 砂川市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定につい

……………………………………………………………………て ２９９

……………………………………………………………………………………………〇日程の追加 ３００

………………………………〇 第 １ 調査第 １号 所管事務の調査付託変更について ３０１追加日程

〇日程第 ４ 報告第 ２号 監査報告

…………………………………………………報告第 ３号 例月出納検査報告 ３０１

〇日程第 ５ 意見案第１号 地方公務員法及び地方自治法の一部改正における新たな一

般職非常勤職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書につ

…………………………………………………………………いて ３０１

………………………………………………………………………………………………〇閉会宣告 ３０２


