平成21年瑞穂市議会第４回定例会会議録目次

12月１日（火）

ページ

議事日程 ……………………………………………………………………………………………… １
会議に付した事件 …………………………………………………………………………………… １
出欠議員 ……………………………………………………………………………………………… ２
説明のため出席した者の職・氏名 ………………………………………………………………… ２
職務のため出席した事務局職員 …………………………………………………………………… ２
開会及び開議の宣告 ………………………………………………………………………………… ３
日程第１

会議録署名議員の指名 ………………………………………………………………… ３

日程第２

会期の決定 ……………………………………………………………………………… ３

日程第３

諸般の報告 ……………………………………………………………………………… ３

日程第４

議案第71号から日程第21

議案第88号までについて（提案説明） ……………… ４

議案第71号について（質疑・討論・採決） …………………………………………………… １１
議案第72号について（質疑・討論・採決） …………………………………………………… ２４
議案第73号について（質疑・討論・採決） …………………………………………………… ２６
議案第74号について（質疑・討論・採決） …………………………………………………… ２９
延会 ………………………………………………………………………………………………… ３０

12月７日（月）
議事日程 …………………………………………………………………………………………… ３１
会議に付した事件 ………………………………………………………………………………… ３１
出欠議員 …………………………………………………………………………………………… ３１
説明のため出席した者の職・氏名 ……………………………………………………………… ３２
職務のため出席した事務局職員 ………………………………………………………………… ３２
開議の宣告 ………………………………………………………………………………………… ３３
日程第１

諸般の報告 …………………………………………………………………………… ３３

日程第２

議案第75号について（質疑） ……………………………………………………… ３４

日程第３

議案第76号について（質疑） ……………………………………………………… ４０

日程第４

議案第77号について（質疑） ……………………………………………………… ４０

日程第５

議案第78号について（質疑） ……………………………………………………… ４３

日程第６

議案第79号について（質疑） ……………………………………………………… ４３

日程第７

議案第80号について（質疑） ……………………………………………………… ５５

日程第８

議案第81号について（質疑） ……………………………………………………… ５５

日程第９

議案第82号について（質疑） ……………………………………………………… ７２

日程第10

議案第83号について（質疑） ……………………………………………………… ７３

日程第11

議案第84号について（質疑） ……………………………………………………… ７４

日程第12

議案第85号について（質疑） ……………………………………………………… ７４

日程第13

議案第86号について（質疑） ……………………………………………………… ７４

日程第14

議案第87号について（質疑） ……………………………………………………… ７４

日程第15

議案第88号について（質疑） ……………………………………………………… ７５

散会の宣告 ………………………………………………………………………………………… ７５

12月15日（火）
議事日程 …………………………………………………………………………………………… ７７
会議に付した事件 ………………………………………………………………………………… ７７
出欠議員 …………………………………………………………………………………………… ７７
説明のため出席した者の職・氏名 ……………………………………………………………… ７７
職務のため出席した事務局職員 ………………………………………………………………… ７８
開議の宣告 ………………………………………………………………………………………… ７９
日程第１

一般質問 ……………………………………………………………………………… ７９

７番

棚橋敏明議員 …………………………………………………………………………… ７９

11番

土田

13番

若井千尋議員 ………………………………………………………………………… １０２

９番

松野藤四郎議員 ……………………………………………………………………… １１７

３番

熊谷祐子議員 ………………………………………………………………………… １３１

１番

堀

裕議員 …………………………………………………………………………… ９３

武議員 ………………………………………………………………………… １４４

散会の宣告 ……………………………………………………………………………………… １５０

12月16日（水）
議事日程 ………………………………………………………………………………………… １５１
会議に付した事件 ……………………………………………………………………………… １５１
出欠議員 ………………………………………………………………………………………… １５１
説明のため出席した者の職・氏名 …………………………………………………………… １５１
職務のため出席した事務局職員 ……………………………………………………………… １５２
開議の宣告 ……………………………………………………………………………………… １５３

日程第１

一般質問 …………………………………………………………………………… １５３

４番

西岡一成議員 ………………………………………………………………………… １５３

５番

庄田昭人議員 ………………………………………………………………………… １６６

８番

広瀬武雄議員 ………………………………………………………………………… １７６

10番

広瀬捨男議員 ………………………………………………………………………… １９１

12番

小寺

17番

若園五朗議員 ………………………………………………………………………… ２１２

徹議員 ………………………………………………………………………… ２０４

散会の宣告 ……………………………………………………………………………………… ２２７

12月18日（金）
議事日程 ………………………………………………………………………………………… ２２９
会議に付した事件 ……………………………………………………………………………… ２２９
出欠議員 ………………………………………………………………………………………… ２３０
説明のため出席した者の職・氏名 …………………………………………………………… ２３０
職務のため出席した事務局職員 ……………………………………………………………… ２３０
開議の宣告 ……………………………………………………………………………………… ２３１
日程第１

諸般の報告 ………………………………………………………………………… ２３１

日程第２

議案第75号及び日程第３

議案第79号について

（委員長報告・質疑・討論・採決） …………………… ２３２
日程第４

議案第77号から日程第９

議案第88号までについて

（委員長報告・質疑・討論・採決） …………………… ２３５
日程第10

議案第76号から日程第12

議案第84号までについて

（委員長報告・質疑・討論・採決） …………………… ２４０
日程第13

議案第78号及び日程第14

議案第82号について

（委員長報告・質疑・討論・採決） …………………… ２４３
日程第15

総務常任委員会の閉会中の継続審査の件 ……………………………………… ２７０

日程第16

発議第５号について（趣旨説明・質疑・討論・採決） ……………………… ２７０

日程第17

発議第６号について（趣旨説明・質疑・討論・採決） ……………………… ２７２

日程第18

発議第７号について（趣旨説明・質疑・討論・採決） ……………………… ２７３

日程第19

発議第８号について（趣旨説明・質疑・討論・採決） ……………………… ２７８

追加日程第１

下水道整備検討特別委員会委員の選任について ………………………… ２８２

追加日程第２

閉会中の継続調査の申し出について ……………………………………… ２８４

日程第20

土地財産調査特別委員会の中間報告の件（委員長報告・質疑） …………… ２８４

閉会の宣告 ……………………………………………………………………………………… ２８５

