
－1－   

目       次 

 

○９月１日（木曜日） 

  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 

  総合交通体系調査特別委員会の中間報告 ……………………………………………  ３ 

  推薦第 ２号人権擁護委員候補者の推薦について …………………………………  ６ 

  選任第 ３号防府市教育委員会委員の選任について ………………………………  ６ 

  報告第２８号防府地域振興株式会社の経営状況報告について ……………………  ８ 

  報告第２９号平成２７年度防府市一般会計継続費精算報告について ……………  ９ 

  報告第３０号平成２７年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告 

        について …………………………………………………………………  ９ 

  報告第３１号専決処分の報告について ………………………………………………  10 

  報告第３２号契約の報告について ……………………………………………………  11 

  報告第３３号契約の報告について ……………………………………………………  12 

  報告第３４号財産の処分の報告について ……………………………………………  12 

  報告第３５号中小企業振興施策の実施状況報告について …………………………  13 

  認定第 １号平成２７年度決算の認定について ……………………………………  13 

  議案第８３号平成２７年度防府市水道事業剰余金の処分について ………………  13 

  議案第８４号平成２７年度防府市公共下水道事業剰余金の処分について ………  13 

  認定第 ２号平成２７年度防府市上下水道事業決算の認定について ……………  13 

  議案第８５号委託契約の一部変更について …………………………………………  19 

  議案第８６号工事請負契約の一部変更について ……………………………………  20 

  議案第８７号防府市山頭火ふるさと館設置及び管理条例の制定について ………  21 

  議案第８８号防府市実費弁償条例中改正について …………………………………  21 

  議案第８９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 …  22 



－2－   

  議案第９０号防府市税条例等中改正について ………………………………………  23 

  議案第９１号防府市障害児通所支援施設設置及び管理条例中改正について ……  23 

  議案第９２号平成２８年度防府市一般会計補正予算（第５号） …………………  28 

  議案第９３号平成２８年度防府市競輪事業特別会計補正予算（第２号） ………  33 

  議案第９４号平成２８年度防府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）  

        ………………………………………………………………………………  33 

  議案第９５号平成２８年度防府市駐車場事業特別会計補正予算（第１号） ……  33 

  議案第９６号平成２８年度防府市交通災害共済事業特別会計補正予算（第１号）  

        ………………………………………………………………………………  33 

  議案第９７号平成２８年度防府市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） …  33 

  議案第９８号平成２８年度防府市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

        ………………………………………………………………………………  33 

  散   会 ………………………………………………………………………………  35 

   癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○９月８日（木曜日） 

  議事日程 …………………………………………………………………………………  37 

  出席議員 …………………………………………………………………………………  37 

  欠席議員 …………………………………………………………………………………  37 

  説明のため出席した者 …………………………………………………………………  37 

  事務局職員出席者 ………………………………………………………………………  38 

  開   議 ………………………………………………………………………………  38 

  会議録署名議員の指名 …………………………………………………………………  38 

  一般質問 …………………………………………………………………………………  38 

    吉村 弘之君 ………………………………………………………………………  38 

     １ 地域づくり一括交付金制度導入について 

     ２ 日銀のマイナス金利政策による市財政への影響について 

    山根 祐二君 ………………………………………………………………………  47 

     １ 高齢ドライバーの事故防止について 

     ２ 土木整備事業について 

    髙砂 朋子君 ………………………………………………………………………  56 

     １ 防災対策について 

     ２ 女性の健康支援について 



－3－   

    田中 健次君 ………………………………………………………………………  71 

     １ 沖縄・辺野古への土砂運搬について 

     ２ 平和教育の推進について 

     ３ 非正規公務員の「雇止め」について 

     ４ 学校図書館について 

  延   会 ………………………………………………………………………………  84 

   癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○９月９日（金曜日） 

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

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

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

  説明のため出席した者 …………………………………………………………………  87 

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

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

  会議録署名議員の指名 …………………………………………………………………  88 

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

    木村 一彦君 ………………………………………………………………………  88 

     １ 生活交通について 

    河杉 憲二君 ………………………………………………………………………  97 

     １ 国民健康保険事業について 

    山本 久江君 ……………………………………………………………………… 109 

     １ 介護保険制度について 

     ２ 中小企業への支援について 

    清水 浩司君 ……………………………………………………………………… 124 

     １ 医療費削減の方策について 

  延   会 ……………………………………………………………………………… 130 

   癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○９月１２日（月曜日） 

  議事日程 ………………………………………………………………………………… 131 

  出席議員 ………………………………………………………………………………… 131 

  欠席議員 ………………………………………………………………………………… 131 

  説明のため出席した者 ………………………………………………………………… 131 



－4－   

  事務局職員出席者 ……………………………………………………………………… 132 

  開   議 ……………………………………………………………………………… 132 

  会議録署名議員の指名 ………………………………………………………………… 132 

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

    三原 昭治君 ……………………………………………………………………… 132 

     １ 向島運動公園の整備について 

     ２ 市営住宅の家賃滞納等について 

    和田 敏明君 ……………………………………………………………………… 150 

     １ 安心・安全・美しいまちづくりについて 

     ２ 市営住宅について 

    中林 堅造君 ……………………………………………………………………… 163 

     １ 新市庁舎移転について 

  散   会 ……………………………………………………………………………… 173 

   癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○１０月３日（月曜日） 

  議事日程 ………………………………………………………………………………… 175 

  出席議員 ………………………………………………………………………………… 176 

  欠席議員 ………………………………………………………………………………… 176 

  説明のため出席した者 ………………………………………………………………… 176 

  事務局職員出席者 ……………………………………………………………………… 177 

  開   議 ……………………………………………………………………………… 177 

  会議録署名議員の指名 ………………………………………………………………… 177 

  市長行政報告 …………………………………………………………………………… 177 

  庁舎建設調査特別委員会の中間報告 ………………………………………………… 178 

  認定第  １号平成２７年度決算の認定について（委員長報告） ……………… 180 

  議案第 ８３号平成２７年度防府市水道事業剰余金の処分について（委員長報告） 

         …………………………………………………………………………… 187 

  議案第 ８４号平成２７年度防府市公共下水道事業剰余金の処分について（委員 

         長報告） ……………………………………………………………… 187 

  認定第  ２号平成２７年度防府市上下水道事業決算の認定について（委員長報 

         告） …………………………………………………………………… 187 

  議案第 ８７号防府市山頭火ふるさと館設置及び管理条例の制定について（委員 



－5－   

         長報告） ……………………………………………………………… 190 

  議案第 ９３号平成２８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） ……………………………………………………………… 190 

  議案第 ９４号平成２８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） ……………………………………………………… 190 

  議案第 ９５号平成２８年度防府市駐車場事業特別会計補正予算（第１号）（委 

         員長報告） …………………………………………………………… 190 

  議案第 ９６号平成２８年度防府市交通災害共済事業特別会計補正予算（第１号）  

         （委員長報告） ……………………………………………………… 190 

  議案第 ９８号平成２８年度防府市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１ 

         号）（委員長報告） ………………………………………………… 190 

  議案第 ９７号平成２８年度防府市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

         （委員長報告） ……………………………………………………… 190 

  議案第 ９２号平成２８年度防府市一般会計補正予算（第５号）（委員長報告）  

         …………………………………………………………………………… 192 

  報告第 ３６号変更契約の報告について …………………………………………… 195 

  議案第 ９９号財産の取得について ………………………………………………… 195 

  議案第１００号財産の取得について ………………………………………………… 196 

  議案第１０１号平成２８年度防府市一般会計補正予算（第６号） ……………… 197 

  議案第１０２号防府市議会委員会条例中改正について …………………………… 198 

  常任委員会の閉会中の継続調査について …………………………………………… 199 

  挨拶 ……………………………………………………………………………………… 199 

  閉   会 ……………………………………………………………………………… 204 

   癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○参考資料 

  議案に対する議員の態度 ……………………………………………………………… 207 

 

 


	このページのトップ
	９月１日本会議
	９月８日一般質問
	９月９日一般質問
	９月１２日一般質問
	１０月３日本会議
	議案に対する議員の態度

