
- 1 -

目 次

第１号（１２月１０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 ……………………………………………………………… ４

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 …………………………………………………………………………………… ５

行政報告 ……………………………………………………………………………………… ８

岩国基地関連対策特別委員会報告 ………………………………………………………… １６

地域活性化特別委員会報告 ………………………………………………………………… １８

防災対策特別委員会報告 …………………………………………………………………… ２０

議会広報編集特別委員会報告 ……………………………………………………………… ２２

猪対策特別委員会報告 ……………………………………………………………………… ２４

常任委員会委員の選任について …………………………………………………………… ２７

議会運営委員会委員の選任について ……………………………………………………… ２８

提案理由の説明 ……………………………………………………………………………… ２９

議案第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成３０年度周防大島町一般会

計補正予算（第５号））（質疑・討論・採決） ………………………… ３１

議案第２号 専決処分の承認を求めることについて（平成３０年度周防大島町一般会

計補正予算（第６号））（質疑・討論・採決） ………………………… ４１

議案第３号 平成３０年度周防大島町一般会計補正予算（第７号） ………………… ５５

議案第４号 平成３０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）

…………………………………………………………………………………… ５６

議案第５号 平成３０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）

…………………………………………………………………………………… ５６



- 2 -

議案第６号 平成３０年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） … ５６

議案第７号 平成３０年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） … ５６

議案第８号 平成３０年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第２号） …… ５６

議案第９号 平成３０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）

…………………………………………………………………………………… ５６

議案第10号 平成３０年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第２号） ……… ５６

議案第11号 平成３０年度周防大島町水道事業企業会計補正予算（第２号） ……… ７２

議案第12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 … ７３

議案第13号 周防大島町公民館条例等の一部改正について …………………………… ７８

延 会 ………………………………………………………………………………………… ８５

第２号（１２月１１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 ………………………………………………………………………………………… ８８

事務局職員出席者 ……………………………………………………………………………… ８８

説明のため出席した者の職氏名 ……………………………………………………………… ８８

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

議案第13号 周防大島町公民館条例等の一部改正について …………………………… ８９

議案第14号 周防大島町サン・スポーツランド片添、周防大島町片添ケ浜温泉遊湯ラ

ンド及び周防大島町青少年旅行村の指定管理者の指定について ……… １１０

議案第15号 平成３０年度道の駅サザンセトとうわ増築工事（建築）の請負契約の締

結について …………………………………………………………………… １１７

岩国基地関連対策特別委員会の設置について …………………………………………… １２２

地域活性化・害獣対策特別委員会の設置について ……………………………………… １２３

防災対策特別委員会の設置について ……………………………………………………… １２４

議会広報編集特別委員会の設置について ………………………………………………… １２５

病院事業改革等特別委員会の設置について ……………………………………………… １２６

散 会 ………………………………………………………………………………………… １２７

第３号（１２月１７日）



- 3 -

議事日程 ………………………………………………………………………………………… １２９

本日の会議に付した事件 ……………………………………………………………………… １２９

出席議員 ………………………………………………………………………………………… １２９

欠席議員 ………………………………………………………………………………………… １２９

事務局職員出席者 ……………………………………………………………………………… １２９

説明のため出席した者の職氏名 ……………………………………………………………… １３０

開 議 ………………………………………………………………………………………… １３０

発議第１号 大島大橋損傷事故によって発生した被害・損失に係る損害賠償請求及び

被害者の救済支援に関する意見書について ……………………………… １３１

一般質問 ……………………………………………………………………………………… １３２

７番 平野 和生君 …………………………………………………………………… １３３

６番 吉田 芳春君 …………………………………………………………………… １４１

２番 新田 健介君 …………………………………………………………………… １４５

５番 田中 豊文君 …………………………………………………………………… １６３

３番 吉村 忍君 …………………………………………………………………… １８０

９番 尾元 武君 …………………………………………………………………… １９７

４番 砂田 雅一君 …………………………………………………………………… ２０５

１番 藤本 淨孝君 …………………………………………………………………… ２２１

散 会 ………………………………………………………………………………………… ２２６

第４号（１２月１９日）

議事日程 ………………………………………………………………………………………… ２２７

本日の会議に付した事件 ……………………………………………………………………… ２２８

出席議員 ………………………………………………………………………………………… ２２９

欠席議員 ………………………………………………………………………………………… ２２９

事務局職員出席者 ……………………………………………………………………………… ２２９

説明のため出席した者の職氏名 ……………………………………………………………… ２２９

開 議 ………………………………………………………………………………………… ２３０

諸般の報告 …………………………………………………………………………………… ２３０

議案第３号 平成３０年度周防大島町一般会計補正予算（第７号）（討論･採決）

…………………………………………………………………………………… ２３１

議案第４号 平成３０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）



- 4 -

（討論・採決） ……………………………………………………………… ２３１

議案第５号 平成３０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） ……………………………………………………………… ２３２

議案第６号 平成３０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） …………………………………………………………………… ２３２

議案第７号 平成３０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） …………………………………………………………………… ２３２

議案第８号 平成３０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） ……………………………………………………………………… ２３２

議案第９号 平成３０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） ……………………………………………………………… ２３２

議案第10号 平成３０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） ………………………………………………………………………… ２３２

議案第11号 平成３０年度周防大島町水道事業企業会計補正予算（第２号）（討論・

採決） ………………………………………………………………………… ２３２

議案第12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（討

論・採決） …………………………………………………………………… ２３２

議案第13号 周防大島町公民館条例等の一部改正について（委員長報告・質疑・討論

・採決） ……………………………………………………………………… ２３２

議案第16号 平成３０年度周防大島町一般会計補正予算（第８号）（質疑・討論・採

決） …………………………………………………………………………… ２３２

柳井地区広域消防組合議会議員辞職の件 ………………………………………………… ２５７

柳井地区広域消防組合議会議員の選挙 …………………………………………………… ２５８

柳井地域広域水道企業団議会議員辞職の件 ……………………………………………… ２５８

柳井地域広域水道企業団議会議員の選挙 ………………………………………………… ２５９

議会運営委員会の閉会中の継続審査の件 ………………………………………………… ２６０

議員派遣について …………………………………………………………………………… ２６１

閉 会 ………………………………………………………………………………………… ２６１

署 名 ………………………………………………………………………………………… ２６２


