
目      次 

 

○２月２３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 

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

  議席の変更 ……………………………………………………………………………… ３ 

  会議録署名議員の指名 ………………………………………………………………… ５ 

  報告第 １号防府市の国民の保護に関する計画の報告について ………………… ５ 

  報告第 ２号専決処分の報告について ……………………………………………… ７ 

  報告第 ３号専決処分の報告について ……………………………………………… ７ 

  報告第 ４号専決処分の報告について ……………………………………………… ７ 

  報告第 ５号専決処分の報告について ……………………………………………… ７ 

  報告第 ６号専決処分の報告について ……………………………………………… ７ 

  報告第 ７号専決処分の報告について ……………………………………………… ７ 

  報告第 ８号専決処分の報告について ……………………………………………… ７ 

  報告第 ９号専決処分の報告について ……………………………………………… ８ 

  報告第１０号専決処分の報告について ……………………………………………… ８ 

  議案第 １号防府市外部監査契約に基づく監査に関する条例中改正について … ８ 

  議案第 ２号防府市基金の設置、管理及び処分に関する条例中改正について … ９ 

  議案第 ３号防府市手数料条例中改正について …………………………………… 10 

  議案第 ４号防府市営住宅設置及び管理条例中改正について …………………… 11 

  議案第 ５号平成１８年度防府市一般会計補正予算（第７号） ………………… 12 

  議案第 ６号平成１８年度防府市競輪事業特別会計補正予算（第２号） ……… 15 

  議案第 ７号平成１８年度防府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３ 

        号） ……………………………………………………………………… 15 

  議案第 ８号平成１８年度防府市索道事業特別会計補正予算（第２号） ……… 15 

  議案第 ９号平成１８年度防府市と場事業特別会計補正予算（第１号） ……… 15 

─ 1 ─ 



  議案第１０号平成１８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） …………………………………………………………… 15 

  議案第１１号平成１８年度防府市公共下水道事業特別会計補正予算（第４ 

        号） ……………………………………………………………………… 15 

  議案第１２号平成１８年度防府市老人保健事業特別会計補正予算（第２号） … 15 

  議案第１３号平成１８年度防府市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） … 15 

  議案第１４号平成１８年度防府市水道事業会計補正予算（第１号） …………… 17 

  議案第１５号平成１８年度防府市工業用水道事業会計補正予算（第１号） …… 17 

  散   会 ……………………………………………………………………………… 19 

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

○２月２８日（水曜日） 

  議事日程 ………………………………………………………………………………… 21 

  出席議員 ………………………………………………………………………………… 22 

  欠席議員 ………………………………………………………………………………… 23 

  説明のため出席した者 ………………………………………………………………… 23 

  事務局職員出席者 ……………………………………………………………………… 23 

  開   議 ……………………………………………………………………………… 23 

  会議録署名議員の指名 ………………………………………………………………… 23 

  許可第 １号防府市議会議員の辞職について（追加） …………………………… 24 

  市長行政報告 …………………………………………………………………………… 25 

  議案第 ５号平成１８年度防府市一般会計補正予算（第７号）（委員長報告） … 26 

  議案第 ６号平成１８年度防府市競輪事業特別会計補正予算（第２号）（委 

        員長報告） ……………………………………………………………… 29 

  議案第 ７号平成１８年度防府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３ 

        号）（委員長報告） …………………………………………………… 29 

  議案第 ９号平成１８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） ……………………………………………………………… 29 

  議案第１０号平成１８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） ………………………………………… 29 

  議案第１２号平成１８年度防府市老人保健事業特別会計補正予算（第２号） 

        （委員長報告） ………………………………………………………… 29 

  議案第１３号平成１８年度防府市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

─ 2 ─ 



        （委員長報告） ………………………………………………………… 29 

  議案第 ８号平成１８年度防府市索道事業特別会計補正予算（第２号）（委 

        員長報告） ……………………………………………………………… 29 

  議案第１１号平成１８年度防府市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

        （委員長報告） ………………………………………………………… 29 

  議案第１４号平成１８年度防府市水道事業会計補正予算（第１号）（委員長 

        報告） …………………………………………………………………… 29 

  議案第１５号平成１８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） ………………………………………………………… 29 

  市長施政方針演説 ……………………………………………………………………… 32 

  議案第１６号山口・防府地区広域事務組合規約の変更について ………………… 45 

  議案第１７号防府市副市長の定数を定める条例の制定について ………………… 45 

  議案第１８号防府市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査 

        書の縦覧等の手続に関する条例の制定について …………………… 46 

  議案第１９号地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理 

        に関する条例の制定ついて …………………………………………… 47 

  議案第２０号防府市監査委員に関する条例中改正について ……………………… 48 

  議案第２１号市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例中改正につい 

        て ………………………………………………………………………… 48 

  議案第２２号職員の給与に関する条例中改正について …………………………… 49 

  議案第２３号防府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例 

        中改正について ………………………………………………………… 50 

  議案第２４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 … 51 

  議案第２５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 ……………………………………………………………………… 51 

  議案第２６号防府市自転車競走実施条例中改正について ………………………… 53 

  議案第２７号防府市道路占用料徴収条例中改正について ………………………… 54 

  議案第４２号山口県市町総合事務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 ………………………………………………… 55 

  議案第４３号防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例中改正について …… 56 

  議案第４４号防府市国民健康保険条例中改正について …………………………… 57 

  散   会 ……………………………………………………………………………… 57 

─ 3 ─ 



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

○３月５日（月曜日） 

  議事日程 ………………………………………………………………………………… 59 

  出席議員 ………………………………………………………………………………… 59 

  欠席議員 ………………………………………………………………………………… 60 

  説明のため出席した者 ………………………………………………………………… 60 

  事務局職員出席者 ……………………………………………………………………… 60 

  開   議 ……………………………………………………………………………… 60 

  会議録署名議員の指名 ………………………………………………………………… 60 

  議案第２８号平成１９年度防府市一般会計予算 …………………………………… 61 

  議案第２９号平成１９年度防府市競輪事業特別会計予算 ………………………… 81 

  議案第３０号平成１９年度防府市国民健康保険事業特別会計予算 ……………… 81 

  議案第３１号平成１９年度防府市索道事業特別会計予算 ………………………… 81 

  議案第３２号平成１９年度防府市と場事業特別会計予算 ………………………… 81 

  議案第３３号平成１９年度防府市青果市場事業特別会計予算 …………………… 81 

  議案第３４号平成１９年度防府市同和地区住宅資金貸付事業特別会計予算 …… 81 

  議案第３５号平成１９年度防府市公共下水道事業特別会計予算 ………………… 81 

  議案第３６号平成１９年度防府市駐車場事業特別会計予算 ……………………… 81 

  議案第３７号平成１９年度防府市交通災害共済事業特別会計予算 ……………… 81 

  議案第３８号平成１９年度防府市老人保健事業特別会計予算 …………………… 81 

  議案第３９号平成１９年度防府市介護保険事業特別会計予算 …………………… 81 

  議案第４０号平成１９年度防府市水道事業会計予算 ……………………………… 86 

  議案第４１号平成１９年度防府市工業用水道事業会計予算 ……………………… 86 

  散   会 ……………………………………………………………………………… 90 

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

○３月６日（火曜日） 

  議事日程 ………………………………………………………………………………… 91 

  出席議員 ………………………………………………………………………………… 91 

  欠席議員 ………………………………………………………………………………… 91 

  説明のため出席した者 ………………………………………………………………… 92 

  事務局職員出席者 ……………………………………………………………………… 92 

  開   議 ……………………………………………………………………………… 92 

─ 4 ─ 



  会議録署名議員の指名 ………………………………………………………………… 92 

  一般質問 ………………………………………………………………………………… 92 

    安藤 二郎君 ……………………………………………………………………… 92 

     １ 「土地区画整理事業」について 

     ２ 「農業の経営基盤強化」について 

    伊藤  央君 ……………………………………………………………………… 107 

     １ 環境行政について 

     ２ 行政改革について 

    原田 洋介君 ……………………………………………………………………… 119 

     １ 都市緑化について 

     ２ 公共施設の有効活用について 

     ３ スポーツの振興について 

    今津 誠一君 ……………………………………………………………………… 131 

     １ 地域再生・まちづくりとリンクした観光振興について 

    藤本 和久君 ……………………………………………………………………… 146 

     １ 産業振興について 

     ２ テレビに関して 

    大村 崇治君 ……………………………………………………………………… 157 

     １ 防府市環境基本計画について 

     ２ 都市ガスの安全対策について 

  延   会 ……………………………………………………………………………… 166 

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

○３月７日（水曜日） 

  議事日程 ………………………………………………………………………………… 169 

  出席議員 ………………………………………………………………………………… 169 

  欠席議員 ………………………………………………………………………………… 169 

  説明のため出席した者 ………………………………………………………………… 170 

  事務局職員出席者 ……………………………………………………………………… 170 

  開   議 ……………………………………………………………………………… 170 

  会議録署名議員の指名 ………………………………………………………………… 170 

  一般質問 ………………………………………………………………………………… 170 

    重川 恭年君 ……………………………………………………………………… 170 

─ 5 ─ 



     １ 名所、旧跡等の一層の活用方策について 

     ２ 交通安全対策の実情について 

    髙砂 朋子君 ……………………………………………………………………… 180 

     １ 母子の健康福祉について 

     ２ 障害者福祉について 

     ３ 移動図書館車（ＢＭ）について 

    松村  学君 ……………………………………………………………………… 193 

     １ 観光行政について 

    木村 一彦君 ……………………………………………………………………… 205 

     １ 地域医療体制の充実について 

     ２ 国民健康保険について 

     ３ 全国一斉学力テストについて 

    田中 健次君 ……………………………………………………………………… 220 

     １ 廃棄物処理施設の整備について 

     ２ 学校給食について 

     ３ 監査請求に対する監査の仕方について 

    平田 豊民君 ……………………………………………………………………… 236 

     １ 災害時要援護者の避難支援ガイドラインについて 

     ２ 防府市内にある娯楽施設での防災対策について 

  延   会 ……………………………………………………………………………… 241 

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

○３月８日（木曜日） 

  議事日程 ………………………………………………………………………………… 243 

  出席議員 ………………………………………………………………………………… 243 

  欠席議員 ………………………………………………………………………………… 243 

  説明のため出席した者 ………………………………………………………………… 244 

  事務局職員出席者 ……………………………………………………………………… 244 

  開   議 ……………………………………………………………………………… 244 

  会議録署名議員の指名 ………………………………………………………………… 244 

  一般質問 ………………………………………………………………………………… 244 

    藤野 文彦君 ……………………………………………………………………… 244 

     １ 環境行政について 

─ 6 ─ 



    山本 久江君 ……………………………………………………………………… 257 

     １ 新年度「税制改正」について 

     ２ 子育て支援について 

     ３ 地産地消の推進について 

     ４ コミュニティバスの運行について 

    三原 昭治君 ……………………………………………………………………… 270 

     １ 行政改革について 

     ２ 環境問題について 

    山根 祐二君 ……………………………………………………………………… 284 

     １ 防犯対策について 

    山下 和明君 ……………………………………………………………………… 291 

     １ 福祉行政について 

  散   会 ……………………………………………………………………………… 299 

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

○３月２３日（金曜日） 

  議事日程 ………………………………………………………………………………… 301 

  出席議員 ………………………………………………………………………………… 302 

  欠席議員 ………………………………………………………………………………… 302 

  説明のため出席した者 ………………………………………………………………… 303 

  事務局職員出席者 ……………………………………………………………………… 303 

  開   議 ……………………………………………………………………………… 303 

  会議録署名議員の指名 ………………………………………………………………… 303 

  市長行政報告（追加） ………………………………………………………………… 303 

  議案第１８号防府市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査 

        書の縦覧等の手続に関する条例の制定について（委員長報告） … 304 

  議案第２４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 

        （委員長報告） ………………………………………………………… 305 

  議案第４４号防府市国民健康保険条例中改正について（委員長報告） ………… 307 

  議案第２８号平成１９年度防府市一般会計予算（委員長報告） ………………… 309 

  議案第２９号平成１９年度防府市競輪事業特別会計予算（委員長報告） ……… 317 

  議案第３０号平成１９年度防府市国民健康保険事業特別会計予算（委員長報 

        告） ……………………………………………………………………… 317 

─ 7 ─ 



  議案第３２号平成１９年度防府市と場事業特別会計予算（委員長報告） ……… 317 

  議案第３４号平成１９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） ………………………………………………………… 317 

  議案第３６号平成１９年度防府市駐車場事業特別会計予算（委員長報告） …… 317 

  議案第３７号平成１９年度防府市交通災害共済事業特別会計予算（委員長報 

        告） ……………………………………………………………………… 317 

  議案第３８号平成１９年度防府市老人保健事業特別会計予算（委員長報告） … 317 

  議案第３９号平成１９年度防府市介護保険事業特別会計予算（委員長報告） … 317 

  議案第３１号平成１９年度防府市索道事業特別会計予算（委員長報告） ……… 317 

  議案第３３号平成１９年度防府市青果市場事業特別会計予算（委員長報告） … 318 

  議案第３５号平成１９年度防府市公共下水道事業特別会計予算（委員長報告）… 318 

  議案第４０号平成１９年度防府市水道事業会計予算（委員長報告） …………… 318 

  議案第４１号平成１９年度防府市工業用水道事業会計予算（委員長報告） …… 318 

  議案第４５号防府市職員の特殊勤務手当に関する条例中改正について ………… 325 

  議案第４６号防府市議会委員会条例中改正について ……………………………… 326 

  議案第４７号防府市議会会議規則中改正について ………………………………… 326 

  決議第 １号山口地方法務局防府支局の存続を求める要望決議 ………………… 327 

  常任委員会の閉会中の継続調査について …………………………………………… 327 

  閉   会 ……………………………………………………………………………… 328 

 

 

─ 8 ─ 


	このページのトップへ
	２月２３日　本会議
	２月２８日　本会議
	３月５日　本会議
	３月６日　一般質問
	３月７日　一般質問
	３月８日　一般質問
	３月２３日　本会議



