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第１号（平成３０年 ９月 ３日） 

出席議員  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････   1 

欠席議員  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････    1 

地方自治法第１２１条の規定により出席した者の職氏名  ･････････････････････････････   1 

職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名  ･････････････････････････････････････    1 

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

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

議席の一部変更  ･････････････････････････････････････････････････････････････････    3 

議会事務局長 渡辺 茂雄 君  ････････････････････････････････････････････････   3 

諸般の報告  ･････････････････････････････････････････････････････････････････････    3 

議会事務局長 渡辺 茂雄 君  ････････････････････････････････････････････････   3 

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

市 長  猿田 寿男 君  ･････････････････････････････････････････････････････   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35号～議案第37号） ････････････････････   6 

議案第35号 専決処分の承認を求めることについて   

 （平成30年度勝浦市一般会計補正予算） ････････････････････････････   6 

議案第36号 専決処分の承認を求めることについて   

 （平成30年度勝浦市一般会計補正予算） ････････････････････････････   6 

提案理由の説明  市 長   猿田 寿男 君  ･･･････････････････････････････････   6 

質  疑 （な し）   ･･････････････････････････････････････････････････   7 

委員会の付託省略 （異議なし）  ･････････････････････････････････････････   7 

討  論 （な し）   ･･････････････････････････････････････････････････   7 

採  決   ･･････････････････････････････････････････････････････････････   7 

議案第37号 工事請負契約の締結について   ･･････････････････････････････････････   7 

提案理由の説明  市 長   猿田 寿男 君  ･･･････････････････････････････････   7 

質  疑  ･･････････････････････････････････････････････････････････････   8 

委員会の付託省略 （異議なし）  ･････････････････････････････････････････  10 

討  論 （な し）   ･･････････････････････････････････････････････････  10 

採  決   ･･････････････････････････････････････････････････････････････  10 

議案上程・説明・報告  

（議案第38号～議案第47号・報告第５号～報告第６号） ･･････････････････････････  10 

議案第38号 勝浦市福祉基金条例の一部を改正する条例の制定について ･････････････  11 

提案理由の説明  市 長   猿田 寿男 君  ･･･････････････････････････････････  11 

議案第39号 平成30年度勝浦市一般会計補正予算 ･････････････････････････････････  11 



  

議案第40号 平成30年度勝浦市国民健康保険特別会計補正予算   ････････････････････  11 

議案第41号 平成30年度勝浦市後期高齢者医療特別会計補正予算 ･･･････････････････  11 

議案第42号 平成30年度勝浦市介護保険特別会計補正予算 ･････････････････････････  11 

提案理由の説明  市 長   猿田 寿男 君  ･･･････････････････････････････････  11 

（補足説明） 財政課長  齋藤 恒夫 君  ･････････････････････････････････････  12 

議案第43号 決算認定について（平成29年度勝浦市一般会計歳入歳出決算）   ････････  14 

議案第44号 決算認定について 

 （平成29年度勝浦市国民健康保険特別会計歳入歳出決算） ･････････････  14 

議案第45号 決算認定について 

 （平成29年度勝浦市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算） ･･･････････  14 

議案第46号 決算認定について 

 （平成29年度勝浦市介護保険特別会計歳入歳出決算）   ････････････････  14 

議案第47号 利益の処分及び決算認定について 

 （平成29年度勝浦市水道事業会計決算）   ････････････････････････････  14 

提案理由の説明  市 長   猿田 寿男 君  ･･･････････････････････････････････  14 

報告第５号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判 

 断比率の報告について ･････････････････････････････････････････････  17 

報告第６号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足 

 比率の報告について ･･･････････････････････････････････････････････  17 

報告の説明  市 長   猿田 寿男 君  ･･･････････････････････････････････････  17 

審査結果の報告  代表監査委員   市川 愼一 君  ･････････････････････････････  17 

休会の件  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  19 

散  会  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  19 
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第２号（平成３０年 ９月 ５日） 

出席議員  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  21 
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議事日程  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  21 
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１．災害時の避難所におけるトイレについて            

２．乳がん予防について           
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１．勝浦漁港荷さばき所（市場）の整備計画と、漁業の担い手支援対策について      

２．「漁村観光」推進に関わる課題について              

３．市内津波避難訓練実施計画と学校防災（災害）教育について         

（答 弁） 市 長   猿田 寿男 君  ･･･････････････････････････････････････････  31 

 教育長   岩瀬 好央 君  ･･･････････････････････････････････････････  35 
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１．市長の政治姿勢について    
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