
- 1 - 

目  次 

第１号（１２月１１日） 

告  示 …………………………………………………………………………………………   １ 

応招議員 …………………………………………………………………………………………   １ 

議事日程 …………………………………………………………………………………………   ２ 

本日の会議に付した事件 ………………………………………………………………………   ５ 

出席議員 …………………………………………………………………………………………   ７ 

欠席議員 …………………………………………………………………………………………   ８ 

事務局職員出席者 ………………………………………………………………………………   ８ 

説明のため出席した者の職氏名 ………………………………………………………………   ８ 

開  会 …………………………………………………………………………………………   ８ 

 会議録署名議員の指名 ………………………………………………………………………   ９ 

 会期の決定 ……………………………………………………………………………………   ９ 

 諸般の報告 ……………………………………………………………………………………   ９ 

 行政報告並びに議案説明 ……………………………………………………………………  １１ 

 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて ………  １８ 

 同意第１号 周防大島町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めること 

       について ………………………………………………………………………  １９ 

 議案第１号 平成２５年度周防大島町一般会計補正予算（第７号） …………………  ２０ 

 議案第２号 平成２５年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

       ……………………………………………………………………………………  ２０ 

 議案第３号 平成２５年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

       ……………………………………………………………………………………  ２０ 

 議案第４号 平成２５年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） …  ２０ 

 議案第５号 平成２５年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） …  ２０ 

 議案第６号 平成２５年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第３号） ……  ２０ 

 議案第７号 平成２５年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

       ……………………………………………………………………………………  ２０ 

 議案第８号 平成２５年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第２号） ………  ２０ 

 議案第９号 平成２５年度周防大島町公営企業局企業会計補正予算（第２号） ……  ２０ 

 議案第10号 周防大島町公民館条例の一部改正について ………………………………  ４９ 

 議案第11号 周防大島町東和総合センター設置条例の一部改正について ……………  ４９ 



- 2 - 

 議案第12号 周防大島町大島文化センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に 

       ついて …………………………………………………………………………  ４９ 

 議案第13号 周防大島町学習等供用施設設置条例の一部改正について ………………  ４９ 

 議案第14号 周防大島町歴史民俗資料館条例の一部改正について ……………………  ４９ 

 議案第15号 周防大島町町衆文化伝承の館条例の一部改正について …………………  ４９ 

 議案第16号 周防大島町町衆文化の薫る郷公園条例の一部改正について ……………  ４９ 

 議案第17号 周防大島町竜崎陶芸の館の設置及び管理に関する条例の一部改正につい 

       て ………………………………………………………………………………  ５０ 

 議案第18号 日本ハワイ移民資料館条例の一部改正について …………………………  ５０ 

 議案第19号 周防大島町瀬戸内民俗館とうわ設置条例の一部改正について …………  ５０ 

 議案第20号 周防大島町町民運動場設置条例の一部改正について ……………………  ５０ 

 議案第21号 周防大島町陸上競技場設置及び管理に関する条例の一部改正について 

       ……………………………………………………………………………………  ５０ 

 議案第22号 周防大島町Ｂ＆Ｇ海洋センターの設置及び管理運営に関する条例の一部 

       改正について …………………………………………………………………  ５０ 

 議案第23号 周防大島町しらき野活センター設置条例の一部改正について …………  ５０ 

 議案第24号 周防大島町総合体育館設置条例の一部改正について ……………………  ５０ 

 議案第25号 周防大島文化交流センター設置条例の一部改正について ………………  ５０ 

 議案第26号 周防大島町たちばなケアプラザ設置条例の一部改正について …………  ５０ 

 議案第27号 周防大島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について …  ５０ 

 議案第28号 周防大島町斎場条例の一部改正について …………………………………  ５０ 

 議案第29号 周防大島町簡易水道事業給水条例の一部改正について …………………  ５０ 

 議案第30号 周防大島町公共下水道設置及び管理条例の一部改正について …………  ５０ 

 議案第31号 周防大島町農業集落排水処理施設設置及び管理条例の一部改正について 

       ……………………………………………………………………………………  ５０ 

 議案第32号 周防大島町漁業集落排水処理施設設置及び管理条例の一部改正について 

       ……………………………………………………………………………………  ５０ 

 議案第33号 周防大島町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の一部改 

       正について ……………………………………………………………………  ５０ 

 議案第34号 周防大島町農村交流伝承館設置条例の一部改正について ………………  ５０ 

 議案第35号 周防大島町立橘ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の一部改 

       正について ……………………………………………………………………  ５０ 



- 3 - 

 議案第36号 周防大島町農業者健康管理センター使用条例の一部改正について ……  ５０ 

 議案第37号 周防大島町産地形成促進施設設置条例の一部改正について ……………  ５０ 

 議案第38号 周防大島町農産物加工センターの設置及び管理に関する条例の一部改正 

       について ………………………………………………………………………  ５０ 

 議案第39号 周防大島町農水産物等集出荷施設条例の一部改正について ……………  ５０ 

 議案第40号 周防大島町共同作業所施設設置条例の一部改正について ………………  ５０ 

 議案第41号 周防大島町市民農園の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

       ……………………………………………………………………………………  ５０ 

 議案第42号 周防大島町漁具保全施設条例の一部改正について ………………………  ５０ 

 議案第43号 周防大島町自然休養村管理センター設置条例の一部改正について ……  ５０ 

 議案第44号 周防大島町片添ヶ浜温泉条例の一部改正について ………………………  ５０ 

 議案第45号 周防大島町営久賀駐車場条例の一部改正について ………………………  ５０ 

 議案第46号 周防大島町営橘駐車場条例の一部改正について …………………………  ５０ 

 議案第47号 周防大島町海岸占用料等徴収条例の一部改正について …………………  ５０ 

 議案第48号 周防大島町病院等事業使用料及び手数料徴収条例の一部改正について 

       ……………………………………………………………………………………  ５０ 

 議案第49号 周防大島町公営企業局使用料及び手数料徴収条例の一部改正について 

       ……………………………………………………………………………………  ５１ 

 議案第50号 周防大島町ながうらスポーツ滞在型施設等の設置及び管理に関する条例 

       の一部改正について …………………………………………………………  ５１ 

 議案第51号 周防大島町東和農林水産物直売所設置条例の一部改正について ………  ５１ 

 議案第52号 周防大島町サン・スポーツランド片添設置条例の一部改正について …  ５１ 

 議案第53号 周防大島町やしろ郷ふれあいの里施設の設置及び管理運営に関する条例 

       の一部改正について …………………………………………………………  ５１ 

 議案第54号 周防大島町片添ヶ浜温泉遊湯ランド設置条例の一部改正について ……  ５１ 

 議案第55号 周防大島町青少年旅行村設置条例の一部改正について …………………  ５１ 

 議案第56号 周防大島町陸奥野営場設置条例の一部改正について ……………………  ５１ 

 議案第57号 周防大島町陸奥記念館設置条例の一部改正について ……………………  ５１ 

 議案第58号 周防大島町なぎさ水族館設置条例の一部改正について …………………  ５１ 

 議案第59号 周防大島町総合交流ターミナル設置条例の一部改正について …………  ５１ 

 議案第60号 周防大島町久賀ふるさと館の設置及び管理に関する条例の一部改正につ 

       いて ……………………………………………………………………………  ５１ 



- 4 - 

 議案第61号 周防大島町立ウインドパークの設置及び管理に関する条例の一部改正に 

       ついて …………………………………………………………………………  ５１ 

 議案第62号 竜崎温泉潮風の湯設置及び管理に関する条例の一部改正について ……  ５１ 

 議案第63号 周防大島町星野哲郎記念館の設置及び管理に関する条例の一部改正につ 

       いて ……………………………………………………………………………  ５１ 

 議案第64号 周防大島町スクールバス条例の一部改正について ………………………  ５１ 

 議案第65号 周防大島町地区体育館設置条例の一部改正について ……………………  ５１ 

 議案第66号 周防大島町立小・中学校施設使用条例の一部改正について ……………  ５１ 

 議案第67号 周防大島町しまとぴあスカイセンターの設置及び管理に関する条例の一 

       部改正について ………………………………………………………………  ５１ 

 議案第68号 山口県市町総合事務組合の共同処理する事務及び規約の変更について 

       ……………………………………………………………………………………  ９０ 

散  会 …………………………………………………………………………………………  ９０ 

                                       

第２号（１２月１７日）               

議事日程 …………………………………………………………………………………………  ９１ 

本日の会議に付した事件 ………………………………………………………………………  ９１ 

出席議員 …………………………………………………………………………………………  ９１ 

欠席議員 …………………………………………………………………………………………  ９１ 

事務局職員出席者 ………………………………………………………………………………  ９１ 

説明のため出席した者の職氏名 ………………………………………………………………  ９１ 

開  議 …………………………………………………………………………………………  ９２ 

 一般質問 ………………………………………………………………………………………  ９２ 

   ８番 今元 直寬君 ……………………………………………………………………  ９２ 

   ９番 尾元  武君 …………………………………………………………………… １０３ 

   ４番 広田 清晴君 …………………………………………………………………… １１８ 

散  会 ………………………………………………………………………………………… １３３ 

                                       

第３号（１２月１８日）               

議事日程 ………………………………………………………………………………………… １３５ 

本日の会議に付した事件 ……………………………………………………………………… １３５ 

出席議員 ………………………………………………………………………………………… １３６ 



- 5 - 

欠席議員 ………………………………………………………………………………………… １３６ 

事務局職員出席者 ……………………………………………………………………………… １３７ 

説明のため出席した者の職氏名 ……………………………………………………………… １３７ 

開  議 ………………………………………………………………………………………… １３７ 

 議案第１号 平成２５年度周防大島町一般会計補正予算（第７号）（討論・採決）  

       …………………………………………………………………………………… １３７ 

 議案第２号 平成２５年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

       （討論・採決） ……………………………………………………………… １３７ 

 議案第３号 平成２５年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

       （討論・採決） ……………………………………………………………… １３７ 

 議案第４号 平成２５年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）（討論 

       ・採決） ……………………………………………………………………… １３７ 

 議案第５号 平成２５年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）（討論 

       ・採決） ……………………………………………………………………… １３７ 

 議案第６号 平成２５年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第３号）（討論 

       ・採決） ……………………………………………………………………… １３７ 

 議案第７号 平成２５年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

       （討論・採決） ……………………………………………………………… １３７ 

 議案第８号 平成２５年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第２号）（討論・採 

       決） …………………………………………………………………………… １３７ 

 議案第９号 平成２５年度周防大島町公営企業局企業会計補正予算（第２号）（討論 

       ・採決） ……………………………………………………………………… １３８ 

 報告第１号 専決処分の報告について（工事請負変更契約の締結について） ……… １４０ 

 報告第２号 専決処分の報告について（工事請負変更契約の締結について） ……… １４０ 

 報告第３号 専決処分の報告について（工事請負変更契約の締結について） ……… １４０ 

 発議第１号 道州制導入に反対する意見書の提出について …………………………… １４１ 

 議員派遣の件について ……………………………………………………………………… １４２ 

閉  会 ………………………………………………………………………………………… １４２ 

署  名 ………………………………………………………………………………………… １４３ 


