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三月定例会 会期日程

二日 本会議
︵議案の上程︑
提案理由の説明︑
議案の考案︶

三日 休会
︵議案の考案︶

四日 休会
︵議案の考案︶

五日 本会議
︵議案質疑︑委員会付託︶

議会運営委員会

予算審査特別委員会

六日 各常任委員会
︵議案審査︶

七日 休会
︵閉庁︶

八日 休会
︵閉庁︶

九日 各常任委員会
︵議案審査︶

十日 予算審査特別委員会

議会報編集特別委員会

議会運営委員会

十一日 本会議
︵一般質問︶

十二日 本会議
︵一般質問︶

十三日 常任委員会
︵議案審査︶

十四日 休会
︵閉庁︶

十五日 休会
︵閉庁︶

十六日 予算審査特別委員会

十七日 予算審査特別委員会

十八日 予算審査特別委員会

十九日 各常任委員会︵議案採決︶

二十日 休会
︵閉庁︶

二十一日 休会
︵閉庁︶

二十二日 休会
︵閉庁︶

二十三日 予算審査特別委員会

二十四日 議会運営委員会

各常任委員会
︵閉会中の調査事件の調整等︶

二十五日 本会議
︵委員長報告︑質疑︑討論︑採決︶

