
- 1 - 

目  次 

第１号（９月８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 …………………………………………………………………………………………   ５ 

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 …………………………………………………………………………………………   ６ 

 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の説明 …………………………………………………………………   ８ 

 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 ………  ２２ 

 諮問第２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 ………  ２２ 

 認定第１号 平成２８年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の認定について ………  ２３ 

 認定第２号 平成２８年度周防大島町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 

       について ………………………………………………………………………  ２３ 

 認定第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歳入歳出決算の認 

       定について ……………………………………………………………………  ２３ 

 認定第４号 平成２８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 ……………………………………………………………………………  ２３ 

 認定第５号 平成２８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 ……………………………………………………………………………  ２３ 

 認定第６号 平成２８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 ………………………………………………………………………………  ２３ 

 認定第７号 平成２８年度周防大島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定 

       について ………………………………………………………………………  ２３ 

 認定第８号 平成２８年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定 

       について ………………………………………………………………………  ２３ 



- 2 - 

 認定第９号 平成２８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 

       ……………………………………………………………………………………  ２３ 

 認定第10号 平成２８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  

       ……………………………………………………………………………………  ２３ 

 議案第１号 平成２９年度周防大島町一般会計補正予算（第２号） …………………  ５５ 

 議案第２号 平成２９年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）  

       ……………………………………………………………………………………  ６４ 

 議案第３号 平成２９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） 

       ……………………………………………………………………………………  ６４ 

 議案第４号 平成２９年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） …  ６４ 

 議案第５号 平成２９年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） …  ６４ 

 議案第６号 平成２９年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号） ……  ６４ 

 議案第７号 平成２９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）  

       ……………………………………………………………………………………  ６４ 

 議案第８号 平成２９年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第１号） ………  ６４ 

 議案第９号 平成２９年度周防大島町病院事業局企業会計補正予算（第１号） ……  ７０ 

 議案第10号 あらたに生じた土地の確認について（質疑・討論・採決） ……………  ７１ 

 議案第11号 字の区域の変更について（質疑・討論・採決） …………………………  ７１ 

 議案第12号 公有水面埋立ての免許について（質疑・討論・採決） …………………  ７２ 

 議案第13号 周防大島町防災行政無線放送施設の設置及び管理に関する条例の一部改 

       正について（質疑・採決） …………………………………………………  ７６ 

 議案第14号 周防大島町病院等事業の設置等に関する条例の一部改正について（質疑 

       ・採決） ………………………………………………………………………  ７７ 

 議案第15号 周防大島町過疎地域自立促進計画の変更について（質疑・採決） ……  ７８ 

 議案第16号 動産の買入れについて（図書館情報総合システム）（質疑・討論・採決） 

       ……………………………………………………………………………………  ７８ 

 議案第17号 平成２９年度志佐漁港海岸保全施設整備工事の請負契約の締結について  

       （質疑・討論・採決） ………………………………………………………  ８２ 

 議案第18号 平成２９年度橘総合センター空調設備改修工事（機械設備工事）の請負 

       契約の締結について（質疑・討論・採決） ………………………………  ８３ 

散  会 …………………………………………………………………………………………  ８５ 

                                       



- 3 - 

第２号（９月２５日） 

議事日程 …………………………………………………………………………………………  ８７ 

本日の会議に付した事件 ………………………………………………………………………  ８７ 

出席議員 …………………………………………………………………………………………  ８７ 

欠席議員 …………………………………………………………………………………………  ８７ 

事務局職員出席者 ………………………………………………………………………………  ８７ 

説明のため出席した者の職氏名 ………………………………………………………………  ８７ 

開  議 …………………………………………………………………………………………  ８８ 

 一般質問 ………………………………………………………………………………………  ８８ 

   ３番 吉村  忍君 ……………………………………………………………………  ８８ 

   ５番 田中 豊文君 …………………………………………………………………… １００ 

   ４番 砂田 雅一君 …………………………………………………………………… １１５ 

散  会 ………………………………………………………………………………………… １３１ 

                                       

第３号（９月２７日） 

議事日程 ………………………………………………………………………………………… １３３ 

本日の会議に付した事件 ……………………………………………………………………… １３４ 

出席議員 ………………………………………………………………………………………… １３５ 

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

事務局職員出席者 ……………………………………………………………………………… １３６ 

説明のため出席した者の職氏名 ……………………………………………………………… １３６ 

開  議 ………………………………………………………………………………………… １３６ 

 認定第１号 平成２８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） ………………………………………………… １３６ 

 認定第２号 平成２８年度周防大島町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 

       について（委員長報告・質疑・討論・採決） …………………………… １３７ 

 認定第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歳入歳出決算の認 

       定について（委員長報告・質疑・討論・採決） ………………………… １３７ 

 認定第４号 平成２８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） ………………………………… １３７ 

 認定第５号 平成２８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） ………………………………… １３７ 



- 4 - 

 認定第６号 平成２８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） …………………………………… １３７ 

 認定第７号 平成２８年度周防大島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定 

       について（委員長報告・質疑・討論・採決） …………………………… １３７ 

 認定第８号 平成２８年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定 

       について（委員長報告・質疑・討論・採決） …………………………… １３７ 

 認定第９号 平成２８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 １３７ 

       （委員長報告・質疑・討論・採決） ……………………………………… １３７ 

 認定第10号 平成２８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） ……………………………………… １３７ 

 議案第１号 平成２９年度周防大島町一般会計補正予算（第２号）（討論・採決） 

       …………………………………………………………………………………… １５３ 

 議案第２号 平成２９年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

       （討論・採決） ……………………………………………………………… １５３ 

 議案第３号 平成２９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） 

       （討論・採決） ……………………………………………………………… １５３ 

 議案第４号 平成２９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） …………………………………………………………………… １５３ 

 議案第５号 平成２９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） …………………………………………………………………… １５３ 

 議案第６号 平成２９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） ……………………………………………………………………… １５３ 

 議案第７号 平成２９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） １５３ 

       （討論・採決） ……………………………………………………………… １５３ 

 議案第８号 平成２９年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第１号）（討論・ 

       採決） ………………………………………………………………………… １５３ 

 議案第９号 平成２９年度周防大島町病院事業局企業会計補正予算（第１号）（討論 

       ・採決） ……………………………………………………………………… １５３ 

 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） …… １５５ 

 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） …… １５５ 

 報告第３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） …… １５５ 

 同意第１号 周防大島町教育委員会委員の任命について ……………………………… １５６ 



- 5 - 

 議員派遣の件について………………………………………………………………………… １５７ 

閉  会 ………………………………………………………………………………………… １５８ 

署  名 ………………………………………………………………………………………… １５９ 


