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議案第５２号 平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町一般会計予算日程第 ９

１６３について

議案第５３号 平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町国民健康保険

１６７特別会計予算について

議案第５４号 平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町老人保健特別

１６８会計予算について

議案第５５号 平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町介護保険特別

１６９会計予算について

議案第５６号 平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町簡易水道事業

１７０特別会計予算について

議案第５７号 平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町下水道事業特

１７０別会計予算について

議案第５８号 平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町水道事業会計

１７１予算について

目 次
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議案第５９号 平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町利根沼田広域

１７２観光センター特別会計予算について

議案第６０号 平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町自家用有償バ

１７２ス事業特別会計予算について

議案第６１号 平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町スキー場事業

１７２特別会計予算について

議案第６２号 平成１８年度群馬県利根郡みなかみ町温泉事業特別

１７２会計予算について

議案第６６号 みなかみ町職員の給与の特例に関する条例の制定に日程第１０

１７３ついて

議案第６７号 平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町一般会計補正日程第１１

１７５予算（第４号）について

議案第６８号 平成１７年度群馬県利根郡みなかみ町簡易水道事業

１７５特別会計補正予算（第２号）について

日程第１２ 閉会中の継続審査の申し出について １７７

日程第１３ 閉会中の継続調査の申し出について １７７

町長あいさつ １７７

議長あいさつ １８１

閉 会 １８２


