
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 2 8 年 

 

 第１回南知多町議会定例会会議録  

平成２８年 ３ 月 ２ 日 （開 会） 

平成２８年 ３ 月１７日 （閉 会） 

 

 

愛 知県知 多郡南 知多町 議 会 
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12 日程第６ 議案第４号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１２１ 

13 日程第７ 議案第５号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１２３ 

14 日程第８ 議案第６号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１２４ 

15 日程第９ 議案第７号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１２６ 
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17 日程第11 議案第９号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１２８ 
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19 日程第13 議案第11号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１２９ 

20 日程第14 議案第12号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１２９ 

21 日程第15 議案第13号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１３１ 

22 日程第16 議案第14号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１３３ 

23 日程第17 議案第15号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１３４ 

24 日程第18 議案第16号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１３５ 

25 日程第19 議案第17号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１３６ 

26 日程第20 議案第18号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１３８ 

27 日程第21 議案第19号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１３９ 

28 日程第22 議案第20号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１４１ 
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30 日程第24 議案第22号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１４３ 

31 日程第25 議案第23号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１４４ 
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10 日程第４ 議案第７号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１９２ 

11 日程第５ 議案第８号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１９３ 

12 日程第６ 議案第９号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１９４ 

13 日程第７ 議案第10号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１９５ 

14 日程第８ 議案第11号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１９６ 

15 日程第９ 議案第12号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１９７ 



16 日程第10 議案第13号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１９８ 

17 日程第11 議案第14号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１９９ 

18 日程第12 議案第15号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２００ 

19 日程第13 議案第16号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２０１ 

20 日程第14 議案第17号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２０１ 

21 日程第15 議案第18号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２０２ 

22 日程第16 議案第19号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２０３ 

23 日程第17 議案第20号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２０４ 

24 日程第18 議案第21号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２０５ 

25 日程第19 議案第22号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２０６ 

26 日程第20 議案第23号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２０７ 

27 日程第21 議案第24号（委員長報告・質疑・討論・採決）‥‥‥‥‥‥‥２０８ 

28 日程第22 議案第25号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２１０ 

29 日程第23 議案第26号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２１１ 

30 日程第24 議案第27号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２１２ 

31 日程第25 議案第28号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２１３ 

32 日程第26 議案第29号（委員長報告・質疑・討論・採決）‥‥‥‥‥‥‥２１４ 

33 日程第27 議案第30号（委員長報告・質疑・討論・採決）‥‥‥‥‥‥‥２２２ 

34 日程第28 議案第31号（委員長報告・質疑・討論・採決）‥‥‥‥‥‥‥２２４ 

35 日程第29 議案第32号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２２５ 
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38 日程第32 議案第35号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２２８ 

39 日程第33 閉会中の継続審査（調査）について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２２９ 

40 閉会 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２２９ 

41 会議録署名議員 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２３０ 

 

 


