
目     次 
 

○２月２８日（金曜日） 

  議事日程 ………………………………………………………………………………… １ 

  出席議員 ………………………………………………………………………………… ２ 

  欠席議員 ………………………………………………………………………………… ２ 

  説明のため出席した者 ………………………………………………………………… ２ 

  事務局職員出席者 ……………………………………………………………………… ３ 

  開   会 ……………………………………………………………………………… ３ 

  会議録署名議員の指名 ………………………………………………………………… ３ 

  会期の決定 ……………………………………………………………………………… ３ 

  閉会中の議員辞職許可の報告について ……………………………………………… ３ 

  市長行政報告 …………………………………………………………………………… ４ 

  交通網整備促進対策特別委員会の中間報告 ………………………………………… ４ 

  県央部合併問題調査研究特別委員会の中間報告 …………………………………… ４ 

  中心市街地活性化対策調査特別委員会の中間報告 ………………………………… ４ 

  推薦第 １号人権擁護委員候補者の推薦について ………………………………… 11 

  選任第 １号防府市固定資産評価審査委員会委員の選任について ……………… 12 

  議案第 ４号新たに生じた土地の確認について …………………………………… 13 

  議案第 ５号字の区域の変更について ……………………………………………… 13 

  議案第 ６号新たに生じた土地の確認について …………………………………… 14 

  議案第 ７号字の区域の変更について ……………………………………………… 14 

  議案第 ８号字の区域の変更について ……………………………………………… 15 

  議案第 ９号平成１４年度防府市一般会計補正予算（第８号） ………………… 15 

  議案第１０号平成１４年度防府市競輪事業特別会計補正予算（第４号） ……… 18 

  議案第１１号平成１４年度防府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第５  

        号） ……………………………………………………………………… 18 

  議案第１２号平成１４年度防府市と場事業特別会計補正予算（第１号） ……… 18 

  議案第１３号平成１４年度防府市青果市場事業特別会計補正予算（第２号） … 18 

  議案第１４号平成１４年度防府市同和地区住宅資金貸付事業特別会計補正予算  

        （第１号） ……………………………………………………………… 18 

  議案第１５号平成１４年度防府市土地取得事業特別会計補正予算（第１号） … 18 

－1－ 



  議案第１６号平成１４年度防府市公共下水道事業特別会計補正予算（第  

        ２号） …………………………………………………………………… 18 

  議案第１７号平成１４年度防府市老人保健事業特別会計補正予算（第３号） … 18 

  議案第１８号平成１４年度防府市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） … 18 

  議案第１９号平成１４年度防府市水道事業会計補正予算（第１号） …………… 21 

  議案第２０号平成１４年度防府市工業用水道事業会計補正予算（第１号） …… 21 

  散   会 ……………………………………………………………………………… 23 

 

○３月６日（木曜日） 

  議事日程 ………………………………………………………………………………… 25 

  出席議員 ………………………………………………………………………………… 26 

  欠席議員 ………………………………………………………………………………… 27 

  説明のため出席した者 ………………………………………………………………… 27 

  事務局職員出席者 ……………………………………………………………………… 27 

  開  議 ………………………………………………………………………………… 27 

  会議録署名議員の指名 ………………………………………………………………… 27 

  議案第 ９号平成１４年度防府市一般会計補正予算（第８号）（委員長報 

        告）………………………………………………………………………… 28 

  議案第１０号平成１４年度防府市競輪事業特別会計補正予算（第４号）（委員 

        長報告） ………………………………………………………………… 32 

  議案第１５号平成１４年度防府市土地取得事業特別会計補正予算（第１号） 

        （委員長報告） ………………………………………………………… 32 

  議案第１１号平成１４年度防府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第５ 

        号）（委員長報告） …………………………………………………… 33 

  議案第１２号平成１４年度防府市と場事業特別会計補正予算（第１号） 

        （委員長報告） ………………………………………………………… 33 

  議案第１４号平成１４年度防府市同和地区住宅資金貸付事業特別会計補正予算 

        （第１号）（委員長報告） …………………………………………… 33 

  議案第１７号平成１４年度防府市老人保健事業特別会計補正予算（第３号） 

        （委員長報告） ………………………………………………………… 33 

  議案第１８号平成１４年度防府市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

        （委員長報告） ………………………………………………………… 33 

－2－ 



  議案第１３号平成１４年度防府市青果市場事業特別会計補正予算（第２号） 

        （委員長報告） ………………………………………………………… 33 

  議案第１６号平成１４年度防府市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

        （委員長報告） ………………………………………………………… 33 

  議案第１９号平成１４年度防府市水道事業会計補正予算（第１号）（委員長報 

        報） ……………………………………………………………………… 33 

  議案第２０号平成１４年度防府市工業用水道事業会計補正予算（第１号）（委 

        員長報告） ……………………………………………………………… 33 

  市長施政方針演説 ……………………………………………………………………… 37 

  議案第２１号山口県市町村災害基金組合を組織する地方公共団体の数の減少及 

        び規約の変更について ………………………………………………… 48 

  議案第２２号徳山市、新南陽市、熊毛町及び鹿野町の脱退に伴う山口県市町村 

        災害基金組合の財産処分について …………………………………… 49 

  議案第２３号山口県市町村災害基金組合を組織する地方公共団体の数の増加及 

        び規約の変更について ………………………………………………… 49 

  議案第２４号防府市環境審議会条例の制定について ……………………………… 49 

  議案第２５号防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例の制定につ 

        いて ……………………………………………………………………… 51 

  議案第２６号防府市職員の定年等に関する条例等中改正について ……………… 52 

  議案第２７号市長等及び教育長に支給する期末手当の額の特例に関する条例中 

        改正について …………………………………………………………… 53 

  議案第２８号防府市手数料条例中改正について …………………………………… 54 

  議案第２９号防府市留守家庭児童保育施設設置及び管理条例中改正について … 54 

  議案第３０号防府市介護保険条例中改正について ………………………………… 55 

  議案第３１号防府市身体障害者福祉センター設置及び管理条例等中改正につい 

        て ………………………………………………………………………… 56 

  議案第３２号防府市国民健康保険条例中改正について …………………………… 59 

  議案第３３号防府市水道事業給水条例中改正について …………………………… 61 

  議案第４９号山口県央部合併協議会を組織する地方公共団体の数の増加及び山 

        口県央部合併協議会規約の変更について …………………………… 62 

  散   会 ……………………………………………………………………………… 68 

 

－3－ 



○３月７日（金曜日） 

  議事日程 ………………………………………………………………………………… 69 

  出席議員 ………………………………………………………………………………… 69 

  欠席議員 ………………………………………………………………………………… 70 

  説明のため出席した者 ………………………………………………………………… 70 

  事務局職員出席者 ……………………………………………………………………… 70 

  開   議 ……………………………………………………………………………… 70 

  会議録署名議員の指名 ………………………………………………………………… 71 

  議案第３４号平成１５年度防府市一般会計予算 …………………………………… 71 

  議案第３５号平成１５年度防府市競輪事業特別会計予算 ………………………… 99 

  議案第３６号平成１５年度防府市国民健康保険事業特別会計予算 ……………… 99 

  議案第３７号平成１５年度防府市索道事業特別会計予算 ………………………… 99 

  議案第３８号平成１５年度防府市と場事業特別会計予算 ………………………… 99 

  議案第３９号平成１５年度防府市青果市場事業特別会計予算 …………………… 99 

  議案第４０号平成１５年度防府市同和地区住宅資金貸付事業特別会計予算 …… 99 

  議案第４１号平成１５年度防府市土地取得事業特別会計予算 …………………… 99 

  議案第４２号平成１５年度防府市公共下水道事業特別会計予算 ………………… 99 

  議案第４３号平成１５年度防府市駐車場事業特別会計予算 ……………………… 100 

  議案第４４号平成１５年度防府市交通災害共済事業特別会計予算 ……………… 100 

  議案第４５号平成１５年度防府市老人保健事業特別会計予算 …………………… 100 

  議案第４６号平成１５年度防府市介護保険事業特別会計予算 …………………… 100 

  議案第４７号平成１５年度防府市水道事業会計予算 ……………………………… 112 

  議案第４８号平成１５年度防府市工業用水道事業会計予算 ……………………… 112 

  散   会 ……………………………………………………………………………… 114 

 

○３月１０日（月曜日） 

  議事日程 ………………………………………………………………………………… 117 

  出席議員 ………………………………………………………………………………… 117 

  欠席議員 ………………………………………………………………………………… 117 

  説明のため出席した者 ………………………………………………………………… 118 

  事務局職員出席者 ……………………………………………………………………… 118 

  開   議 ……………………………………………………………………………… 118 

－4－ 



  会議録署名議員の指名 ………………………………………………………………… 118 

  一般質問 ………………………………………………………………………………… 118 

    藤本 和久君 ……………………………………………………………………… 118 

     １ 市町村合併について 

      ⑴ 市町村合併について 

     ２ 新年度予算について 

      ⑴ 地球温暖化対策について 

      ⑵ ワークシェアリングについて 

    安藤 二郎君 ……………………………………………………………………… 127 

     １ 「まちづくり」について 

      ⑴ 全般について 

      ⑵ 国民文化祭について 

      ⑶ ＴＭＯについて 

      ⑷ まちづくり活動拠点の利用について 

     ２ 新市建設計画について 

      ⑴ 新市建設計画について 

    大村 崇治君 ……………………………………………………………………… 142 

     １ 放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例並びに空き缶  

      等のポイ捨て及び犬のふんの放置防止に関する条例制定から１年、こ  

      れの事業効果について 

      ⑴ 放置自動車の処分状況について 

      ⑵ 犬のふんの放置防止について 

     ２ 漁港施設用地の管理運営について 

      ⑴ 施設用地の有効利用について 

      ⑵ 漁具・魚網の廃棄処分について 

    山本 久江君 ……………………………………………………………………… 148 

     １ ２市４町の合併について 

      ⑴ 財政的影響と市民生活について 

     ２ 高齢者医療について 

      ⑴ 高齢者等の窓口負担償還手続について 

      ⑵ 高齢者の医療費負担軽減を求める国への要望について 

     ３ 就学援助制度について 

－5－ 



      ⑴ 基準の引き上げについて 

      ⑵ 国庫補助の増額要望について 

      ⑶ 不況下での特別な対策について 

    木村 一彦君 ……………………………………………………………………… 162 

     １ 新年度予算について 

      ⑴ 予算編成方針と中長期見通しについて 

     ２ 今後のまちづくりについて 

      ⑴ 第三次防府市総合計画について 

      ⑵ 総合計画と合併の整合性について 

      ⑶ 合併の理由について 

      ⑷ 法定協にのぞむ基本姿勢について 

      ⑸ 民意の判断基準について 

  延   会 ……………………………………………………………………………… 175 

 

○３月１１日（火曜日） 

  議事日程 ………………………………………………………………………………… 177 

  出席議員 ………………………………………………………………………………… 177 

  欠席議員 ………………………………………………………………………………… 177 

  説明のため出席した者 ………………………………………………………………… 178 

  事務局職員出席者 ……………………………………………………………………… 178 

  開   議 ……………………………………………………………………………… 178 

  会議録署名議員の指名 ………………………………………………………………… 178 

  一般質問 ………………………………………………………………………………… 178 

    山下 和明君 ……………………………………………………………………… 178 

     １ スポーツ施設整備について 

      ⑴ スポーツセンタープール施設の整備・改善について 

     ２ 向島運動公園の関連整備について 

      ⑴ 港湾施設パラペット「波返し」に記念絵画の創作について 

    岡村 和生君 ……………………………………………………………………… 186 

     １ 中心市街地活性化とアスピラートについて 

      ⑴ 中心市街地活性化策に協調したアスピラートの活用と運営につい 

       て 

－6－ 



       ① 用途の拡大について 

       ② １階市民スペースの活用（特に夜間帯）について 

       ③ 旧ティーラウンジの貸出規制と外からの直接出入口の設置につ 

        いて 

    広石  聖君 ……………………………………………………………………… 191 

     １ 教育行政について 

      ⑴ 学校における分煙について 

      ⑵ 学校給食の取り組みについて 

      ⑶ 公民館でのＩＴ活用について 

     ２ 中核都市形成について 

      ⑴ 中核都市形成について 

     ３ 新市建設計画について 

      ⑴ 新市庁舎について 

      ⑵ 新市名称について 

      ⑶ 県立工業高校設置について 

  散   会 ……………………………………………………………………………… 202 

 

○３月２５日（火曜日） 

  議事日程 ………………………………………………………………………………… 203 

  出席議員 ………………………………………………………………………………… 204 

  欠席議員 ………………………………………………………………………………… 204 

  説明のため出席した者 ………………………………………………………………… 204 

  事務局職員出席者 ……………………………………………………………………… 205 

  開   議 ……………………………………………………………………………… 205 

  会議録署名議員の指名 ………………………………………………………………… 205 

  議案第２４号防府市環境審議会条例の制定について（委員長報告） …………… 205 

  議案第３０号防府市介護保険条例中改正について（委員長報告） ……………… 205 

  議案第２５号防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例の制定につ 

        いて（委員長報告） …………………………………………………… 208 

  議案第３４号平成１５年度防府市一般会計予算（委員長報告） ………………… 209 

  議案第３５号平成１５年度防府市競輪事業特別会計予算（委員長報告） ……… 219 

  議案第４１号平成１５年度防府市土地取得事業特別会計予算（委員長報告） … 219 

－7－ 



－8－ 

  議案第３６号平成１５年度防府市国民健康保険事業特別会計予算（委員長報 

        告） ……………………………………………………………………… 219 

  議案第３８号平成１５年度防府市と場事業特別会計予算（委員長報告） ……… 219 

  議案第４０号平成１５年度防府市同和地区住宅資金貸付事業特別会計予算（委 

        員長報告） ……………………………………………………………… 219 

  議案第４３号平成１５年度防府市駐車場事業特別会計予算（委員長報告） …… 219 

  議案第４４号平成１５年度防府市交通災害共済事業特別会計予算（委員長報 

        告） ……………………………………………………………………… 219 

  議案第４５号平成１５年度防府市老人保健事業特別会計予算（委員長報告） … 219 

  議案第４６号平成１５年度防府市介護保険事業特別会計予算（委員長報告） … 219 

  議案第３７号平成１５年度防府市索道事業特別会計予算（委員長報告） ……… 220 

  議案第３９号平成１５年度防府市青果市場事業特別会計予算（委員長報告） … 220 

  議案第４２号平成１５年度防府市公共下水道事業特別会計予算（委員長報 

        告） ……………………………………………………………………… 220 

  議案第４７号平成１５年度防府市水道事業会計予算（委員長報告） …………… 220 

  議案第４８号平成１５年度防府市工業用水道事業会計予算（委員長報告） …… 220 

  常任委員会の閉会中の継続調査について …………………………………………… 226 

  議員派遣について ……………………………………………………………………… 227 

  閉   会 ……………………………………………………………………………… 227 


	このページのトップ
	２月２８日本会議
	３月　６日本会議
	３月　７日本会議
	３月１０日一般質問
	３月１１日一般質問
	３月２５日本会議



