
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 2 6 年 

 

 第１回南知多町議会定例会会議録  

平成２６年 ３ 月 ４ 日 （開 会） 

平成２６年 ３ 月１９日 （閉 会） 

 

愛知県知多郡南知多町議会 



平成26年第１回南知多町議会定例会会議録 目次 

 

 ◎ 平成26年３月４日 （初 日） 

 

１ 議事日程 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１ 

２ 会議に付した事件 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１ 

３ 議員の出欠席状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１ 

４ 説明のため出席した者の職・氏名 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１ 

５ 職務のため出席した者の職・氏名 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２ 

６ 開会 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３ 

７ 日程第１ 会議録署名議員の指名 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３ 

８ 日程第２ 会期の決定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３ 

９ 日程第３ 町長施政方針・諸般報告並びに提出案件の概要説明 ‥‥‥‥‥‥４ 

10 日程第４ 一般質問 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１５ 

  (1) 清水英勝議員 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１６ 

  (2) 福田千恵子議員 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２６ 

  (3) 鈴川和彦議員 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３２ 

  (4) 高原典之議員 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５１ 

  (5) 吉原一治議員 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５８ 

  (6) 松本 保議員 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥６８ 

  (7) 山下節子議員 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥７２ 

  (8) 鳥居恵子議員 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥９０ 

  (9) 石黒正重議員 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１０８ 

11 散会 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１２０ 

 

 ◎ 平成26年３月５日 （２日目） 

 

１ 議事日程 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１２１ 

２ 会議に付した事件 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１２２ 

３ 議員の出欠席状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１２２ 



４ 説明のため出席した者の職・氏名 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１２２ 

５ 職務のため出席した者の職・氏名 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１２３ 

６ 開議 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１２４ 

７ 日程第１ 報告第１号（報告）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１２４ 

８ 日程第２ 議案第１号（説明・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１２５ 

９ 日程第３ 議案第２号（説明・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１２６ 

10 日程第４ 議案第３号（説明・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１２７ 

11 日程第５ 議案第４号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１２８ 

12 日程第６ 議案第５号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１２９ 

13 日程第７ 議案第６号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１３０ 

14 日程第８ 議案第７号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１３１ 

15 日程第９ 議案第８号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１３３ 

16 日程第10 議案第９号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１３５ 

17 日程第11 議案第10号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１３６ 

18 日程第12 議案第11号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１３７ 

19 日程第13 議案第12号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１３８ 

20 日程第14 議案第13号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１３９ 

21 日程第15 議案第14号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１４０ 

22 日程第16 議案第15号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１４４ 

23 日程第17 議案第16号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１４６ 

24 日程第18 議案第17号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１４７ 

25 日程第19 議案第18号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１４９ 

26 日程第20 議案第19号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１５０ 

27 日程第21 議案第20号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１６３ 

28 日程第22 議案第21号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１６４ 

29 日程第23 議案第22号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１６５ 

30 日程第24 議案第23号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１６７ 

31 日程第25 議案第24号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１６８ 

32 日程第26 議案第25号（説明・質疑・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１６９ 

33 日程第27 請願第１号（説明・委員会付託）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１７０ 



34 散会 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１７１ 

 

 ◎ 平成26年３月19日 （最終日） 

 

１ 議事日程 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１７３ 

２ 会議に付した事件 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１７４ 

３ 議員の出欠席状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１７４ 

４ 説明のため出席した者の職・氏名 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１７４ 

５ 職務のため出席した者の職・氏名 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１７５ 

６ 開議 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１７６ 

７ 日程第１ 議案第４号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１７６ 

８ 日程第２ 議案第５号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１７７ 

９ 日程第３ 議案第６号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１７８ 

10 日程第４ 議案第７号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１７９ 

11 日程第５ 議案第８号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１７９ 

12 日程第６ 議案第９号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１８０ 

13 日程第７ 議案第10号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１８１ 

14 日程第８ 議案第11号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１８２ 

15 日程第９ 議案第12号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１８３ 

16 日程第10 議案第13号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１８４ 

17 日程第11 議案第14号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１８５ 

18 日程第12 議案第15号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１８６ 

19 日程第13 議案第16号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１８７ 

20 日程第14 議案第17号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１８８ 

21 日程第15 議案第18号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１８９ 

22 日程第16 議案第19号（委員長報告・質疑・討論・採決）‥‥‥‥‥‥‥１９０ 

23 日程第17 議案第20号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１９７ 

24 日程第18 議案第21号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１９８ 

25 日程第19 議案第22号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１９８ 

26 日程第20 議案第23号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１９９ 



27 日程第21 議案第24号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２００ 

28 日程第22 議案第25号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２０１ 

29 日程第23 請願第１号（委員長報告・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２０２ 

30 日程第24 発議第26号（説明・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２０３ 

31 日程第25 報告第２号（報告）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２０３ 

32 日程第26 発議第27号（説明・質疑・採決）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２０４ 

33 日程第27 閉会中の継続審査（調査）について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２０５ 

34 閉会 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２０６ 

35 会議録署名議員 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２０７ 

 


