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─────────────────────────────────────────── 

平成26年 第３回（定例）周 防 大 島 町 議 会 会 議 録（第２日） 

                             平成26年９月５日（金曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第２号） 

                         平成26年９月５日 午前９時30分開議 

 日程第１ 議案第２号 平成２６年度周防大島町一般会計補正予算（第２号）（討論・採決） 

 日程第２ 議案第３号 平成２６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） 

 日程第３ 議案第４号 平成２６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） 

 日程第４ 議案第５号 平成２６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） 

 日程第５ 議案第６号 平成２６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） 

 日程第６ 議案第７号 平成２６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） 

 日程第７ 議案第８号 平成２６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） 

 日程第８ 議案第９号 平成２６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） 

 日程第９ 議案第10号 平成２６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） 

 日程第10 議案第11号 平成２６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） 

 日程第11 議案第18号 平成２６年度周防大島町一般会計補正予算（第３号） 

 日程第12 議員派遣の件について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 議案第２号 平成２６年度周防大島町一般会計補正予算（第２号）（討論・採決） 

 日程第２ 議案第３号 平成２６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） 
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 日程第３ 議案第４号 平成２６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） 

 日程第４ 議案第５号 平成２６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） 

 日程第５ 議案第６号 平成２６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） 

 日程第６ 議案第７号 平成２６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） 

 日程第７ 議案第８号 平成２６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） 

 日程第８ 議案第９号 平成２６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） 

 日程第９ 議案第10号 平成２６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） 

 日程第10 議案第11号 平成２６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） 

 日程第11 議案第18号 平成２６年度周防大島町一般会計補正予算（第３号） 

 日程第12 議員派遣の件について 

────────────────────────────── 

出席議員（15名） 

１番 魚谷 洋一君       ３番 田中隆太郎君 

４番 広田 清晴君       ５番 荒川 政義君 

６番 中本 博明君       ７番 松井 岑雄君 

８番 今元 直寬君       ９番 尾元  武君 

10番 平野 和生君       11番 吉田 芳春君 

12番 濱本 康裕君       13番 新山 玄雄君 

14番 小田 貞利君       15番 魚原 満晴君 

16番 久保 雅己君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

２番 平川 敏郎君                 

────────────────────────────── 
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欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長 福田 美則君     議事課長 中村 和江君 

書  記 岡本 義雄君                 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 椎木  巧君   代表監査委員 ………… 西本 克也君 

副町長 ………………… 岡村 春雄君   教育長 ………………… 西川 敏之君 

公営企業管理者 ……… 石原 得博君   総務部長 ……………… 奈良元正昭君 

産業建設部長 ………… 池元 恭司君   健康福祉部長 ………… 川口 満彦君 

環境生活部長 ………… 佐川 浩二君   久賀総合支所長 ……… 前崎 浩二君 

大島総合支所長 ……… 佐本 洋二君   東和総合支所長 ……… 藤山  忠君 

橘総合支所長 ………… 升谷 高広君                      

会計管理者兼会計課長 ……………………………………………………… 松本 康男君 

教育次長 ……………… 岡野 正徳君   公営企業局総務部長 … 藤田 隆宏君 

総務課長 ……………… 佐々木義光君   財政課長 ……………… 中村 満男君 

────────────────────────────── 

午前９時30分開議 

○議長（久保 雅己君）  おはようございます。平川敏郎議員から欠席の通告を受けております。 

 昨日の本会議に引き続き、これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第２号 

日程第２．議案第３号 

日程第３．議案第４号 

日程第４．議案第５号 

日程第５．議案第６号 

日程第６．議案第７号 

日程第７．議案第８号 

日程第８．議案第９号 

日程第９．議案第１０号 
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日程第１０．議案第１１号 

○議長（久保 雅己君）  日程第１、議案第２号平成２６年度周防大島町一般会計補正予算（第

２号）から日程第１０、議案第１１号平成２６年度周防大島町公営企業局企業会計補正予算（第

２号）までの１０議案を一括上程し、これを議題とします。 

 本会期、初日に質疑は全て終了しておりますので、これから討論、採決に入ります。 

 議案第２号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第２号平成２６年度周防大島町一般会計補正予算

（第２号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保 雅己君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第３号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第３号平成２６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）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保 雅己君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第４号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第４号平成２６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）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保 雅己君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第５号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第５号平成２６年度周防大島町介護保険事業特別会

計補正予算（第１号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（久保 雅己君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第６号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第６号平成２６年度周防大島町簡易水道事業特別会

計補正予算（第１号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保 雅己君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第７号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第７号平成２６年度周防大島町下水道事業特別会計

補正予算（第１号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保 雅己君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第８号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第８号平成２６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）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保 雅己君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第９号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これより起立による採決を行います。議案第９号平成２６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）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保 雅己君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１０号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  討論なしと認め、討論を終結します。 
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 これから起立による採決を行います。議案第１０号平成２６年度周防大島町渡船事業特別会計

補正予算（第１号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保 雅己君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第１１号、討論はありませんか。広田議員。 

○議員（４番 広田 清晴君）  議案第１１号平成２６年度周防大島町公営企業局企業会計補正予

算（第２号）について、賛成の立場を明らかにしちょきたいというふうに思います。 

 一つは今回の補正、これは家房の看護学校の洗米機、これを買うための一つの資本的収支であ

ります。昨日、田中議員より私が今まで言ってきたこと、ずっとかなり厳しく指摘されました。

これも承知の上で討論したいというふうに思います。 

 実際的に私自身が公営企業局に対して、できるだけ実態に近い、いわゆる補正状況を示しなさ

いということを言ってきました。中身としては、企業局ゆえに難しいのかどうなのか。企業局の

財政法上難しいのかどうなのか。それとあわせて、その中身が国からの影響が大きすぎるために

そういう部分が出てくるのか。これはまだ、いまだに明らかになっておりません。しかし、昨日

「議員をだますつもりか」という指摘がありましたが、実際的には今、矛盾があるというふうに

私も考えております。 

 しかし、その矛盾を解決するためのやり方、これはやっぱり企業局においては考えていただき

たいということを討論につけ加えたいというふうに思います。と言いますのは、企業管理者はよ

く町のように前段として基金を充てごうて、実際的に収益的収支の赤字にならんような方法はど

うなのかということも時々述べられております。しかし実際として、それがいわゆる項目の中に

ない中で、それをやること自体も今まだ議論ができておりません。 

 そういう中で、現状では仕方がないんじゃないかなというふうに見ております。議員各位が、

やっぱり病院の実態をつかむことこそ、今、重要じゃないかと。賛否の基準はあくまで町民のた

めの病院になっておるかどうなのか、という賛否の基準を明らかにして、討論としたいというふ

うに思います。 

 以上であります。 

○議長（久保 雅己君）  次に、反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第１１号平成２６年度周防大島町公営企業局企業会
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計補正予算（第２号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保 雅己君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１１．議案第１８号 

○議長（久保 雅己君）  日程第１１、議案第１８号平成２６年度周防大島町一般会計補正予算

（第３号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。奈良元総務部長。 

○総務部長（奈良元正昭君）  議案第１８号平成２６年度周防大島町一般会計補正予算（第３号）

につきまして、提案理由の説明をいたします。 

 本日、お手元にお配りをいたしました補正予算書の１ページをお願いいたします。 

 第１条におきまして、既定の歳入歳出予算に３８７万９,０００円を追加し、予算の総額を

１５１億６,２４６万８,０００円とするものでございます。 

 今回の補正は、昨日９月４日付で山口県選挙管理委員会より、山口県瀬戸内海海区漁業調整委

員会委員の欠員に伴う補欠選挙の執行について、選挙の期日を１０月１６日に、選挙期日の告示

日を１０月７日に決定した旨の通知がありましたので、選挙に要する経費を計上するものでござ

います。 

 それでは、概要につきまして事項別明細書により御説明をいたします。７ページをお願いいた

します。 

 歳入でございますけれども、１４款県支出金１項県委託金１目総務費県委託金に３８７万

９,０００円を瀬戸内海海区漁業調整委員選挙委託金として計上するものでございます。 

 続いて、歳出につきまして８ページをお願いいたします。 

 ２款総務費４項選挙費３目瀬戸内海海区漁業調整委員選挙費は、瀬戸内海海区漁業調整委員補

欠選挙を執行するに当たり、その必要な経費をそれぞれ新規に計上するものでございます。 

 以上が、議案第１８号平成２６年度周防大島町一般会計補正予算（第３号）についての概要で

ございます。何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説

明を終わらせていただきます。 

○議長（久保 雅己君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 



- 90 - 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これより起立による採決を行います。議案第１８号平成２６年度周防大島町一般会計補正予算

（第３号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保 雅己君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．議員派遣の件について 

○議長（久保 雅己君）  日程第１２、議員派遣の件を議題とします。 

 お諮りします。お手元に配付したとおり、議員を派遣したいと思います。これに賛成の議員の

挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（久保 雅己君）  挙手全員であります。よって、派遣することは可決されました。 

 次にお諮りします。ただいま可決された議員派遣の内容に、今後、変更を要するときは、その

取り扱いを議長に一任願いたいと思いますが、御異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  御異議なしと認め、さよう決定しました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（久保 雅己君）  以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 本日はこれにて散会します。 

 次の会議は９月１９日金曜日、午前９時３０分から開きます。 

○事務局長（福田 美則君）  御起立願います。一同、礼。 

午前９時44分散会 

────────────────────────────── 


