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第１号（平成３０年 ２月２６日） 

出席議員  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････   1 
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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・質疑・討論・採決（議案第１号～議案第10号）  ･････････････････････   5 

散  会  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  26 

本日の会議に付した事件 ･････････････････････････････････････････････････････････  27 

 

 

 

 

 

 

第２号（平成３０年 ２月２７日）  
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地方自治法第１２１条の規定により出席した者の職氏名  ･････････････････････････････  29  

職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名  ･････････････････････････････････････   29  

議事日程  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  29  
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休会の件 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  61  

散  会  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  62  

本日の会議に付した事件  ･････････････････････････････････････････････････････････  62  

 

 

 

 

 



  

第３号（平成３０年 ３月 １日） 

出席議員  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  63 

欠席議員  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････   63 

地方自治法第１２１条の規定により出席した者の職氏名  ･････････････････････････････  63 
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議事日程  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  63 

開  議  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  63 

一般質問  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  64 

３番 久我 恵子 君  ･･･････････････････････････････････････････････････････････  64 

８番 佐藤 啓史 君  ･･･････････････････････････････････････････････････････････  71 

４番 照川 由美子 君  ･････････････････････････････････････････････････････････  84  

散  会  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 100 
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休会の件  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 147 

散  会  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 148  

本日の会議に付した事件  ･････････････････････････････････････････････････････････ 148 

 

 

 

 

 

 

第５号（平成３０年 ３月 ５日） 
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第６号（平成３０年 ３月 ６日） 
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