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議第５７号 平成２９年度村上市情報通信事業特別会計補正予算（第３号） ３４３

議第５８号 平成２９年度村上市蒲萄スキー場特別会計補正予算（第３号） ３４３



議第５９号 平成２９年度村上市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） ３４３

議第６０号 平成２９年度村上市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） ３４３

議第６１号 平成２９年度村上市介護保険特別会計補正予算（第４号） ３４３

議第６２号 平成２９年度村上市下水道事業特別会計補正予算（第４号） ３４３

議第６３号 平成２９年度村上市集落排水事業特別会計補正予算（第３号） ３４３

議第６４号 平成２９年度村上市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） ３４３

議第６５号 平成２９年度村上市上水道事業会計補正予算（第３号） ３４３

議第１０号 平成３０年度村上市一般会計予算 ３４９

議第１１号 平成３０年度村上市土地取得特別会計予算 ３４９

議第１２号 平成３０年度村上市情報通信事業特別会計予算 ３４９

議第１３号 平成３０年度村上市蒲萄スキー場特別会計予算 ３４９

議第１４号 平成３０年度村上市国民健康保険特別会計予算 ３４９

議第１５号 平成３０年度村上市後期高齢者医療特別会計予算 ３４９

議第１６号 平成３０年度村上市介護保険特別会計予算 ３４９

議第１７号 平成３０年度村上市下水道事業特別会計予算 ３４９

議第１８号 平成３０年度村上市集落排水事業特別会計予算 ３４９

議第１９号 平成３０年度村上市簡易水道事業特別会計予算 ３４９

議第２０号 平成３０年度村上市上水道事業会計予算 ３４９

議第６６号 村上市市民栄誉賞表彰条例制定について ３６２

議第６７号 平成２９年度村上市一般会計補正予算（第９号） ３６４

議員発議第１号 村上市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について ３６６

閉会中の継続調査について ３６７

議員派遣の件 ３６７

閉 会 ３６８


