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議案第48号 デイサービスセンター和田苑の指定管理者の指定について（討論・採決）
…………………………………………………………………………………… ２４２
議案第49号 デイサービスセンターしらとり苑の指定管理者の指定について（討論・
採決）…………………………………………………………………………… ２４２
議案第50号 周防大島町高齢者生活福祉センター「和田苑」の指定管理者の指定につ
いて（討論・採決）…………………………………………………………… ２４２
議案第51号 周防大島町高齢者生活福祉センター「しらとり苑」の指定管理者の指
定について（討論・採決）…………………………………………………… ２４２
報告第２号 専決処分の報告について（変更契約、法第１８０条関係） …………… ２４５
議案第53号 平成２９年度周防大島町一般会計補正予算（第６号）（質疑・討論・採
決）……………………………………………………………………………… ２４５
議案第54号 平成２９年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）（質
疑・討論・採決）……………………………………………………………… ２４６
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議案第55号 平成２９年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第４号）（質疑
・討論・採決）………………………………………………………………… ２４６
議案第56号 平成２９年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第４号）
（質疑・討論・採決）………………………………………………………… ２４６
議案第57号 平成２９年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）
（質疑・討論・採決）………………………………………………………… ２４６
議員派遣について …………………………………………………………………………… ２５１
閉

会 ………………………………………………………………………………………… ２５１

署

名 ………………………………………………………………………………………… ２５２
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