
- 1 - 

目  次 

第１号（９月１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 ………………………………………………………………………   ３ 

出席議員 …………………………………………………………………………………………   ４ 

欠席議員 …………………………………………………………………………………………   ５ 

事務局職員出席者 ………………………………………………………………………………   ５ 

説明のため出席した者の職氏名 ………………………………………………………………   ５ 

開  会 …………………………………………………………………………………………   ５ 

 会議録署名議員の指名 ………………………………………………………………………   ６ 

 会期の決定 ……………………………………………………………………………………   ６ 

 諸般の報告 ……………………………………………………………………………………   ６ 

 行政報告並びに議案説明 ……………………………………………………………………   ７ 

 報告第１号 専決処分の報告について（損害賠償の額を定めることについて） ……  １１ 

 報告第２号 専決処分の報告について（損害賠償の額を定めることについて） ……  １１ 

 認定第１号 平成２７年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の認定について ………  １２ 

 認定第２号 平成２７年度周防大島町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 

       について ………………………………………………………………………  １２ 

 認定第３号 平成２７年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認 

       定について ……………………………………………………………………  １２ 

 認定第４号 平成２７年度周防大島町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 

       いて ……………………………………………………………………………  １２ 

 認定第５号 平成２７年度周防大島町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 

       いて ……………………………………………………………………………  １２ 

 認定第６号 平成２７年度周防大島町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい 

       て ………………………………………………………………………………  １２ 

 認定第７号 平成２７年度周防大島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定 

       について ………………………………………………………………………  １２ 

 認定第８号 平成２７年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定 

       について ………………………………………………………………………  １２ 



- 2 - 

 認定第９号 平成２７年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

       ……………………………………………………………………………………  １２ 

 認定第10号 平成２７年度周防大島町公営企業局企業会計事業決算の認定について 

       ……………………………………………………………………………………  １２ 

 議案第１号 平成２８年度周防大島町一般会計補正予算（第２号） …………………  ４０ 

 議案第２号 平成２８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） 

       ……………………………………………………………………………………  ５５ 

 議案第３号 平成２８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１号） 

       ……………………………………………………………………………………  ５６ 

 議案第４号 平成２８年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） …  ５６ 

 議案第５号 平成２８年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） …  ５６ 

 議案第６号 平成２８年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号） ……  ５６ 

 議案第７号 平成２８年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

       ……………………………………………………………………………………  ５６ 

 議案第８号 平成２８年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

       ……………………………………………………………………………………  ５６ 

 議案第９号 平成２８年度周防大島町公営企業局企業会計補正予算（第１号） ……  ６５ 

 議案第10号 周防大島町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関す 

       る条例の制定について ………………………………………………………  ６７ 

 議案第11号 町道路線の認定について（油宇和田支線） ………………………………  ７０ 

 議案第12号 財産の無償貸付けについて …………………………………………………  ７１ 

 議案第13号 動産の買入れについて（平成２８年度可搬消防ポンプ購入） …………  ７４ 

 議案第14号 動産の買入れについて（平成２８年度新基準難燃性素材活動服上下購入） 

       ……………………………………………………………………………………  ７４ 

散  会 …………………………………………………………………………………………  ７７ 

                                       

第２号（９月９日）               

議事日程 …………………………………………………………………………………………  ７９ 

本日の会議に付した事件 ………………………………………………………………………  ８０ 

出席議員 …………………………………………………………………………………………  ８１ 

欠席議員 …………………………………………………………………………………………  ８１ 

事務局職員出席者 ………………………………………………………………………………  ８２ 



- 3 - 

説明のため出席した者の職氏名 ………………………………………………………………  ８２ 

開  議 …………………………………………………………………………………………  ８２ 

 一般質問 ………………………………………………………………………………………  ８２ 

  １１番 吉田 芳春君 ……………………………………………………………………  ８２ 

   ４番 広田 清晴君 ……………………………………………………………………  ８９ 

 認定第１号 平成２７年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の認定について（委員長 

       報告・質疑・討論・採決） …………………………………………………… １０３ 

 認定第２号 平成２７年度周防大島町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 

       について（委員長報告・質疑・討論・採決） ……………………………… １０３ 

 認定第３号 平成２７年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認 

       定について（委員長報告・質疑・討論・採決） …………………………… １０３ 

 認定第４号 平成２７年度周防大島町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 

       いて（委員長報告・質疑・討論・採決） …………………………………… １０３ 

 認定第５号 平成２７年度周防大島町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 

       いて（委員長報告・質疑・討論・採決） …………………………………… １０３ 

 認定第６号 平成２７年度周防大島町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい 

       て（委員長報告・質疑・討論・採決） ……………………………………… １０３ 

 認定第７号 平成２７年度周防大島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定 

       について（委員長報告・質疑・討論・採決） ……………………………… １０３ 

 認定第８号 平成２７年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定 

       について（委員長報告・質疑・討論・採決） ……………………………… １０３ 

 認定第９号 平成２７年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

       （委員長報告・質疑・討論・採決）…………………………………………… １０３ 

 認定第10号 平成２７年度周防大島町公営企業局企業会計事業決算の認定について 

       （委員長報告・質疑・討論・採決） ………………………………………… １０３ 

 議案第10号 周防大島町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関す 

       る条例の制定について（委員長報告・質疑・討論・採決） ……………… １０３ 

 議案第１号 平成２８年度周防大島町一般会計補正予算（第２号）（討論・採決）  

       …………………………………………………………………………………… １２１ 

 議案第２号 平成２８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） ……………………………………………………………… １２１ 

 議案第３号 平成２８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１号） 



- 4 - 

       （討論・採決） ……………………………………………………………… １２１ 

 議案第４号 平成２８年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）（討 

       論・採決） …………………………………………………………………… １２１ 

 議案第５号 平成２８年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）（討 

       論・採決） …………………………………………………………………… １２１ 

 議案第６号 平成２８年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号）（討論 

       ・採決） ……………………………………………………………………… １２１ 

 議案第７号 平成２８年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

       （討論・採決） ……………………………………………………………… １２１ 

 議案第８号 平成２８年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

       （討論・採決） ……………………………………………………………… １２１ 

 議案第９号 平成２８年度周防大島町公営企業局企業会計補正予算（第１号）（討論 

       ・採決） ……………………………………………………………………… １２１ 

 発議第１号 周防大島町議会委員会条例の一部改正について ………………………… １２４ 

 議会広報編集特別委員会に付託中の「議会広報の編集・発行」の報告について …… １２６ 

 地域活性化特別委員会に付託中の調査・研究の報告について ………………………… １２７ 

 防災対策特別委員会に付託中の調査・研究の報告について …………………………… １２９ 

 岩国基地関連対策特別委員会に付託中の調査・研究の報告について ………………… １３１ 

 議会活性化に関する特別委員会に付託中の調査・研究の報告について ……………… １３２ 

 議員派遣の件について ……………………………………………………………………… １３３ 

 諸般の報告 …………………………………………………………………………………… １３３ 

閉  会 ………………………………………………………………………………………… １３５ 

署  名 ………………………………………………………………………………………… １３６ 


