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第１号（平成３１年 ２月２５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 

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

議会事務局長 渡辺 茂雄 君  ････････････････････････････････････････････････   2 

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１号～議案第９号） ････････････････････   6 

議案第１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） ･････････････････････････････････････････････････････   6 

委員会の付託省略（異議なし） ･･･････････････････････････････････････････   6 

討  論（な し） ･････････････････････････････････････････････････････   6 

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

議案第２号 一般職の職員の給与等に関する条例及び勝浦市一般職の任期付 

 職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい 

 て ･･･････････････････････････････････････････････････････････････   7 

議案第３号 特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条 

 例の制定について ･････････････････････････････････････････････････   7 

議案第４号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改 

 正する条例の制定について ･････････････････････････････････････････   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 ･･･････････････････････････････････････････････････････   9 

討  論 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････  10  

（反対） ３番  藤本  治 君  ･････････････････････････････････････････  10  

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

議案第５号 平成30年度勝浦市一般会計補正予算 ･････････････････････････････････  11 

議案第６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７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８号 平成30年度勝浦市介護保険特別会計補正予算 ･････････････････････････  11 

議案第９号 平成30年度勝浦市水道会計補正予算 ･････････････････････････････････  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  ･････････････････････････････････････  13 

質  疑 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････  16 

委員会の付託省略 ･･･････････････････････････････････････････････････････  21 

討  論 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････  22  

（反対） ３番  藤本  治 君  ･････････････････････････････････････････  22  

採  決  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････  22 

散  会  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  23 

本日の会議に付した事件 ･････････････････････････････････････････････････････････  23 

 

 

 

 

 

 

第２号（平成３１年 ２月２６日）  

出席議員  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  25  

欠席議員  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････   25  

地方自治法第１２１条の規定により出席した者の職氏名  ･････････････････････････････  25  

職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名  ･････････････････････････････････････   25  

議事日程  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  25  

開  議  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････   26  

議案上程・説明（議案第10号～議案第23号）  ･･･････････････････････････････････････  26  

議案第10号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の   

 制定について   ････････････････････････････････････････････････････  26  

議案第11号 勝浦市行政財産使用料条例及び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   ････････････････････････････････････････  26  

議案第12号 勝浦市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を  

 定める条例等の一部を改正する条例の制定について   ･･････････････････  26  

議案第13号 勝浦市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に 

 関する基準を定める条例及び勝浦市指定地域密着型介護予防サ 

 ービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護 

 予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関 

 する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について   ･･････････  26  

議案第14号 勝浦市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定につい 

 て ･･･････････････････････････････････････････････････････････････  26 

議案第15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  ･････････････  26  

議案第16号 小高朋子福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例及び小高 

 昌伸福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止につい 



  

 て    ･･････････････････････････････････････････････････････････････  26 

提案理由の説明  市 長   猿田 寿男 君   ･･･････････････････････････････････  27 

議案第17号 平成31年度勝浦市一般会計予算 ････････････････････････････････････  28  

議案第18号 平成31年度勝浦市国民健康保険特別会計予算    ････････････････････････  28  

議案第19号 平成31年度勝浦市後期高齢者医療特別会計予算    ･･････････････････････  28  

議案第20号 平成31年度勝浦市介護保険特別会計予算 ････････････････････････････  28  

議案第21号 平成31年度勝浦市水道事業会計予算 ･････････････････････････････････  28  

提案理由の説明  市 長   猿田 寿男 君  ････････････････････････････････････  28 
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