
- 1 - 

目  次 

第１号（１２月７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 …………………………………………………………………………………………   ４ 

事務局職員出席者 ………………………………………………………………………………   ４ 

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 ………………………………………………………………………   ５ 

 会期の決定 ……………………………………………………………………………………   ５ 

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

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

 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…………………………………………………………………………  １３ 

 議案第１号 平成２８年度周防大島町一般会計補正予算（第３号） …………………  １４ 

 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３号） 

       ……………………………………………………………………………………  ３６ 

 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２号） 

       ……………………………………………………………………………………  ３６ 

 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２号） …  ３６ 

 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２号） …  ３６ 

 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２号） ……  ３６ 

 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２号） 

       ……………………………………………………………………………………  ３６ 

 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２号） 

       ……………………………………………………………………………………  ３７ 

 議案第９号 平成２８年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第２号） ………  ３７ 

 議案第10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２号） ……  ４５ 

 議案第11号 周防大島町水道事業の設置等に関する条例の制定について ……………  ４７ 



- 2 - 

 議案第12号 周防大島町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の制定につ 

       いて ……………………………………………………………………………  ４７ 

 議案第13号 周防大島町水道事業給水条例の制定について ……………………………  ４７ 

 議案第14号 周防大島町水道事業行政財産使用料徴収条例の制定について …………  ４７ 

 議案第15号 周防大島町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正につ 

       いて ……………………………………………………………………………  ５７ 

 議案第16号 周防大島町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について ………  ５８ 

 議案第17号 周防大島町一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について …  ５８ 

 議案第18号 周防大島町税条例等の一部改正について …………………………………  ５８ 

 議案第19号 周防大島町国民健康保険税条例の一部改正について ……………………  ５８ 

 議案第20号 周防大島町病院等事業の設置等に関する条例等の一部改正について …  ５８ 

 議案第21号 柳井地域広域水道企業団規約の変更について ……………………………  ７３ 

 議案第22号 周防大島町ながうらスポーツ滞在型施設等の指定管理者の指定について 

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

 周防大島町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙 ………………………………………  ８４ 

 地域活性化特別委員会の設置について ……………………………………………………  ８５ 

 防災対策特別委員会の設置について ………………………………………………………  ８６ 

 議会広報編集特別委員会の設置について …………………………………………………  ８７ 

 猪対策特別委員会の設置について …………………………………………………………  ８７ 

散  会 …………………………………………………………………………………………  ８８ 

 

第２号（１２月１６日）               

議事日程 …………………………………………………………………………………………  ８９ 

本日の会議に付した事件 ………………………………………………………………………  ８９ 

出席議員 …………………………………………………………………………………………  ８９ 

欠席議員 …………………………………………………………………………………………  ８９ 

事務局職員出席者 ………………………………………………………………………………  ８９ 

説明のため出席した者の職氏名 ………………………………………………………………  ８９ 

開  議 …………………………………………………………………………………………  ９０ 

 一般質問 ………………………………………………………………………………………  ９０ 

   ７番 平野 和生君 ……………………………………………………………………  ９０ 

   ６番 吉田 芳春君 ……………………………………………………………………  ９９ 



- 3 - 

   ５番 田中 豊文君 …………………………………………………………………… １０９ 

   ４番 砂田 雅一君 …………………………………………………………………… １２４ 

散  会 ………………………………………………………………………………………… １４１ 

 

第３号（１２月１９日）              

議事日程 ………………………………………………………………………………………… １４３ 

本日の会議に付した事件 ……………………………………………………………………… １４４ 

出席議員 ………………………………………………………………………………………… １４５ 

欠席議員 ………………………………………………………………………………………… １４５ 

事務局職員出席者 ……………………………………………………………………………… １４５ 

説明のため出席した者の職氏名 ……………………………………………………………… １４６ 

開  議 ………………………………………………………………………………………… １４６ 

 議案第１号 平成２８年度周防大島町一般会計補正予算（第３号）（討論・採決）  

       …………………………………………………………………………………… １４６ 

 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３号） 

       （討論・採決） ……………………………………………………………… １４６ 

 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２号） 

       （討論・採決） ……………………………………………………………… １４６ 

 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２号）（討 

       論・採決） …………………………………………………………………… １４６ 

 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２号）（討 

       論・採決） …………………………………………………………………… １４６ 

 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２号）（討論 

       ・採決） ……………………………………………………………………… １４６ 

 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２号） 

       （討論・採決） ……………………………………………………………… １４６ 

 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２号） 

       （討論・採決） ……………………………………………………………… １４６ 

 議案第９号 平成２８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） ………………………………………………………………………… １４６ 

 議案第10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２号）（討論 

       ・採決） ……………………………………………………………………… １４６ 



- 4 - 

 議案第11号 周防大島町水道事業の設置等に関する条例の制定について（委員長報告 

       ・討論・採決） ……………………………………………………………… １４９ 

 議案第12号 周防大島町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の制定につ 

       いて（委員長報告・討論・採決） ………………………………………… １４９ 

 議案第13号 周防大島町水道事業給水条例の制定について（委員長報告・討論・採決） 

       …………………………………………………………………………………… １４９ 

 議案第14号 周防大島町水道事業行政財産使用料徴収条例の制定について（委員長報 

       告・討論・採決） …………………………………………………………… １４９ 

 同意第２号 周防大島町監査委員（識見を有する者）の選任につき同意を求めること 

       について ……………………………………………………………………… １５３ 

 同意第３号 周防大島町監査委員（議会選出）の選任につき同意を求めることについ 

       て ……………………………………………………………………………… １５３ 

 議案第23号 平成２８年度久賀・大島処理区（小松）管路施設整備工事第１工区の請 

       負契約の締結について ……………………………………………………… １５５ 

 発議第１号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書の提出について 

       …………………………………………………………………………………… １５８ 

 議員派遣の件について ……………………………………………………………………… １５９ 

閉  会 ………………………………………………………………………………………… １５９ 

署  名 ………………………………………………………………………………………… １６０ 

                                       


