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第１号（平成２７年１２月 ７日） 

議事日程  ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････   1 

開  会  ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････    2 

諸般の報告  ････････････････････････････････････････････････････････････････････    2 

行政報告  ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････   4 

会期の決定  ････････････････････････････････････････････････････････････････････   5 

会議録署名議員の指名  ･･････････････････････････････････････････････････････････   5 

議案上程・説明（議案第53号～議案第66号）  ･･････････････････････････････････････   5 

休会の件  ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  11 

散  会  ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 11 

本日の会議に付した事件 ････････････････････････････････････････････････････････  12 

 

 

 

 

第２号（平成２７年１２月 ９日） 

議事日程  ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  13 

開  議  ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  13 

一般質問  ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  14 

２番 高梨 弘人 君  ･･････････････････････････････････････････････････････････  14 

８番 佐藤 啓史 君  ･･････････････････････････････････････････････････････････  19 

４番 照川 由美子 君  ････････････････････････････････････････････････････････  31 

３番 久我 恵子 君  ･･････････････････････････････････････････････････････････  41 

散  会  ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  48 

本日の会議に付した事件  ････････････････････････････････････････････････････････  48 

 

 

 

 

第３号（平成２７年１２月１０日） 

議事日程  ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  49 

開  議  ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  49 

一般質問  ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  50 



  

６番 鈴木 克己 君  ･･････････････････････････････････････････････････････････  50 

１番 藤本   治 君  ･･････････････････････････････････････････････････････････  65 

７番 戸坂 健一 君  ･･････････････････････････････････････････････････････････  82 

５番 磯野 典正 君  ･･････････････････････････････････････････････････････････  89 

散  会  ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  98 

本日の会議に付した事件  ････････････････････････････････････････････････････････  98 

 

 

 

 

第４号（平成２７年１２月１１日） 

議事日程  ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  99 

開  議  ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 100 

議案上程・質疑・委員会付託（議案第53号～議案第66号）  ･･････････････････････････ 100 

休会の件  ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 128 

散  会  ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 128 

本日の会議に付した事件  ････････････････････････････････････････････････････････ 128 

 

 

 

 

第５号（平成２７年１２月１７日） 

議事日程 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 129 

開  議 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 130 

議案上程・委員長報告・質疑・討論・採決（議案第53号～議案第66号） ･･････････････ 130 

総務文教常任委員長報告 ･･････････････････････････････････････････････････････ 131 

産業厚生常任委員長報告 ･･････････････････････････････････････････････････････ 135    

諮問上程・説明・質疑・採決（諮問第２号） ･･････････････････････････････････････ 140 

議員の派遣について  ････････････････････････････････････････････････････････････ 141 

報  告（報告第８号） ･････････････････････････････････････････････････････････ 142 

閉  会 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 142 

本日の会議に付した事件  ････････････････････････････････････････････････････････ 142 



  

第１号 

 

議案第53号 夷隅郡市広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約の制定に 

 関する協議について ･･････････････････････････････････････････････   5 

議案第54号 勝浦市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等 

 に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定について ････   5 

議案第55号 勝浦市税条例の一部を改正する条例の制定について ･･････････････････   5 

議案第56号 勝浦市手数料条例の一部を改正する条例の制定について ･･････････････   5 

議案第57号 勝浦市きれいで住みよい環境づくり条例の一部を改正する条例の 

 制定について ････････････････････････････････････････････････････   5 

議案第58号 勝浦市国民健康保険税条例及び勝浦市介護保険条例の一部を改正 

 する条例の制定について ･･････････････････････････････････････････   5 

議案第59号 勝浦市農業委員会の委員の定数を定める条例の制定について ･･････････   5 

議案第60号 勝浦市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の 

 制定について ････････････････････････････････････････････････････   5 

議案第61号 勝浦市水道事業条例の一部を改正する条例の制定について ････････････   5 

議案第62号 平成27年度勝浦市一般会計補正予算 ････････････････････････････････   7 

議案第63号 平成27年度勝浦市国民健康保険特別会計補正予算 ････････････････････   7 

議案第64号 平成27年度勝浦市後期高齢者医療特別会計補正予算 ･･････････････････   7 

議案第65号 平成27年度勝浦市介護保険特別会計補正予算 ････････････････････････   7 

議案第66号 平成27年度勝浦市水道事業会計補正予算 ････････････････････････････   7 

 

第４号 

 

議案第53号 夷隅郡市広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約の制定に 

 関する協議について ･･････････････････････････････････････････････ 100 

議案第54号 勝浦市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等 

 に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定について ････ 100 

議案第55号 勝浦市税条例の一部を改正する条例の制定について ･･････････････････ 100 

議案第56号 勝浦市手数料条例の一部を改正する条例の制定について ･･････････････ 100 

議案第57号 勝浦市きれいで住みよい環境づくり条例の一部を改正する条例の 

 制定について ････････････････････････････････････････････････････ 107 

議案第58号 勝浦市国民健康保険税条例及び勝浦市介護保険条例の一部を改正 

 する条例の制定について ･･････････････････････････････････････････ 107 

議案第59号 勝浦市農業委員会の委員の定数を定める条例の制定について ･･････････ 107 

議案第60号 勝浦市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の 

 制定について ････････････････････････････････････････････････････ 107 

議案第61号 勝浦市水道事業条例の一部を改正する条例の制定について ････････････ 107 

議案第62号 平成27年度勝浦市一般会計補正予算 ････････････････････････････････ 114 



  

議案第63号 平成27年度勝浦市国民健康保険特別会計補正予算 ････････････････････ 114 

議案第64号 平成27年度勝浦市後期高齢者医療特別会計補正予算 ･･････････････････ 114 

議案第65号 平成27年度勝浦市介護保険特別会計補正予算 ････････････････････････ 114 

議案第66号 平成27年度勝浦市水道事業会計補正予算 ････････････････････････････ 114 

 

 

第５号 

 

総務文教常任委員長報告 ･･････････････････････････････････････････････････････ 130 

議案第53号 夷隅郡市広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約の制定に 

 関する協議について   

議案第54号 勝浦市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等   

 に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定について  

議案第55号 勝浦市税条例の一部を改正する条例の制定について    

議案第56号 勝浦市手数料条例の一部を改正する条例の制定について     

議案第62号 平成27年度勝浦市一般会計補正予算     

産業厚生常任委員長報告 ･･････････････････････････････････････････････････････ 139    

議案第57号 勝浦市きれいで住みよい環境づくり条例の一部を改正する条例の 

 制定について     

議案第58号 勝浦市国民健康保険税条例及び勝浦市介護保険条例の一部を改正  

  する条例の制定について 

議案第59号 勝浦市農業委員会の委員の定数を定める条例の制定について     

議案第60号 勝浦市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の   

 制定について   

議案第61号 勝浦市水道事業条例の一部を改正する条例の制定について    

議案第63号 平成27年度勝浦市国民健康保険特別会計補正予算       

議案第64号 平成27年度勝浦市後期高齢者医療特別会計補正予算        

議案第65号 平成27年度勝浦市介護保険特別会計補正予算    

議案第66号 平成27年度勝浦市水道事業会計補正予算        

諮問上程・説明・質疑・採決（諮問第２号） ･･････････････････････････････････････ 140 

諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて ････････････････ 140 

議員の派遣について  ････････････････････････････････････････････････････････････ 141 

報  告（報告第８号） ･････････････････････････････････････････････････････････ 142 

報告第８号 専決処分の報告について ･･････････････････････････････････････････ 142  

 

 

 


